


我がステfタスのェテルナ 
スイスのテクニカルセンターエテルナはいつも時,汁史hに金卞俗を打ちたててきました。 

アラーム付腕時計、ライター時計、そしてf!觔卷腕時計をIH:界で初めて開発したのも 

エテルナでした。 

そして、今、熟練じ芸家の手によるゴールドに身を包んだクォーッムーブメント内/逢の 

ニユーゴールドシリース〇-持つ人のステイタスを語るエテル大 

(左）Ref. 0603-68ダイヤモンドべゼル12ダイヤモンドインデックス|8K YG V2,670,000 

(右）Ref_ 0M3-68ダイヤモンドべゼル12ダイヤモンドインデックス|8K YG ¥2,130.000 

掲故価格はf•:なぐ史史することがありますのでご邮ぃます。 
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時は昭和元祿五十九年十二月十四日。江戸. 
高輪の泉岳寺に、この日を期して待機していた 

聲±-四十二人が、身支度調えて打ちそろつだ。 
I方、播州•赤穂の獅士五人も、ての日早朝 

より赤穂を旅立ち、東海道を東上。午すぎに江 
戸入りを果たし、泉岳寺へ直行、江戸組と合流 

した。 
ここにめでた <、四十七獅ガ勢ぞろい。いざ 

出陣/の雄叫びがあがる。 
「おのおのがた、討ち入りそばでござる」 

この日泉岳寺には、線香の煙とともに、そば 
の湯気がもろも-5と立ち込めた、といろ。 



十二月+四日、東京•高輪の泉岳 

寺には、朝から大勢の参拝客がつめ 

かけていた。この日は義士祭。歌舞 

伎の『忠臣蔵』で知られる、赤穂浪 

士討ち入りの日である。 

ふだんでも線香が絶えないといぅ 

四十七士の墓には、大変な数の線香 

が供えられ、立ちのぼる煙でI.U先 

も見えないほど。墓の周辺の道は、 

線香のために緑色に変わっている。 

二百八十年以上経た今でも、浪士た 

ちの人気が相変わらず高いことを感 
じさせられる。 

この高輪を奉仕地域とする東京高 

輪r (田谷昇会長/42名)では' 毎 

年十二月十四日、義士祭に合わせ、 

泉岳寺入口にあるホテル高輪の駐車 

場で、討ち入りそばの，販売を行って 

いる。メンバ—および夫人総出のア 

クティビティで、これが終わらなけ 

れば年が明けないといぅほど、力を 

入れてきた。 

とくに九回目の今年は、姉妹提携 

を結ぶ兵庫県•赤穂カラから小西俊雄 

会長をはじめ五人が駆けつけ' I段 

と熱の入つたものになつていた。 

用意したそば二千食、お土産用乾 

めん二千本、そばあめ五百袋は今年 

も完売。その収益五十万円は、NH 

Kを通じて、歳末助け合い運動に役 

立てられた。 
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日が落ちてからはてんやわんやの大繁盛0立ち食いまで出た 



12月14、15、16日の3日間、335 A地区のレ 

才12クラフ(270名）が合同で、神戸•三宮セン 

ター入□において、チヤUティー•バザーを催 

した。今年で9回目を迎え、市民の間にもすっか 

り浸透、用意しだ品物が飛ぶように売れていた。 

/ \ザーに出された約3,000点の品物は、335-A 

地区内の全ライオンズクラフから醵出されだも 

ので、文字通り地区をあげてのアクティビティ 

になっている。「大きな目的を持ってまとまれば、 

よりよい結果が生まれるjといラ、竹谷明335® 

合地区レ7T委員長の言葉通り、参加者440人、売 

り上げ400万円という、年の終わりを飾るにふさ 

わしいビック^ •エベントだ。 

収茄は今までにおもちや図書館の開設などに 

寄贈、昨年度は12のレ7Tクラフ全部に国際協会 

からアクティビティ•アワードが贈られた。 
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「今年も盛況でんな。このぶんやと、ほぼ 
さばけるんとちやいますか」 

「ほんまですわ。ところで今年は、淡路 
の"くにうみの祭典，/に時計塔を贈りたい 

とか、言うてるそうですけど……」 

「これから、も少しつめなあかんと思い 

ますけど、それでいくんちやいますか」 
「そうでつか。いずれにしろ' こ、っして 

見てるとたいしたもんでんな。今日は高 

松からライオンとレオがI人ずつ見学に 

来てるいう話ですわ」 
「ほう。おととしからB地区、今年から 

D地区で始まったし、今度は336にも広が 

るわけでんな。だんだんと、よそさんか 

らも認められて、うれしいことで」 
「うちらも頑張らなあきまへんわ。それ 

にしても、今日はよう冷えまんな」 

「ほんまですわ、どんと貸しまひよか」 



ゴルフウIアーにも最適 

定価19，800円を特別価格9，800円に 

0岛—㊣样 

スポ—ツス■ 
防水•防風性腿/湿気•ムレは外にだし更に軽量 

■ ゴルフにジョギングに、そし 
てアウトドアライフに。 

季節の変わりめや、山などの天 
気はわからないものです。晴れて 

いたかと思えば雨が降り出し、急 
に寒くなつたりします。このよぅ 

な状況下に行動してこそアウトド 
アラィフ派のダィゴミ、とは言え 

ども、体をこわしたり、後味の悪 
い休日を過す事はありません。そ 

こで、、不—フルテツクス「スポー 
ツスーツ」の登場です。 

まず、特筆すベきことと~^ては、 
外からの雨水をシヤツトアウトし、 

しかも内側の汗や湿気を外に出す 
「撥水、(水をはじく)耐水効果」 

に加え「防風性」も備えているこ 
とで-^。 

さらに、高い伸縮性を持ち、動 
きやすく、合織特有の音ズレも少 

ない。又、汚れも落ちやすく、速乾 
性で家庭でも丸洗いできます。そ 

してうすく軽量なので、折りたた 

み、持ち運びに便利です。まさに' 

アウトドアスポ—ツにぅつてつ 
けのスポ—ツスーツと言えま一W 

上*フ〇 

■驚くべき新素材 

このスポーツスーツ「、不1フ 
ルテックス」は、撥水、耐水効 

果に加え、防風性、耐久性など 
各種のすぐれた特性を持ってぃ 

ます。その秘密は、カネボウの 
トリnットにポリウレタンフィ 

ルムをラミネート加工した所に 
あります。 

簡単に言えば、水蒸気の1万倍 
水滴の1000分の一のミクロの穴が 

網目状に開ぃてぃて、体の湿気 
は外に出し、外からの水分は通 

さないといぅことです。 
財団法人•日本繊維検査協会 

の試験結果にょりますと、 
耐水度…(_) 2、000以上 

通気性…(alf/l/sec) 〇、3 6 
透湿度…(g/m*.24h) 2188 

となつております。 

色は白のみ、男女兼用です。 
代tは、19、8 00円を特価、 

9、800円で奉仕、送料はサ 
1ビスとなつております。サイ 

ズは別表どおり幅広く用意して 
おります。 

■御申し込みは、現金書留•郵便 
振替(振替番号東京4の145 

92) •現在使用できる切手•印 
紙で。住所•電話番号•御名前を 

明記し左記へ。 

株式会社神栄LS2係 
〒111東京都台東区蔵前4-14—11 

S03 {861) 0204(f« 



さ又をにS務当となまお 
れ家そ魚;？用誌思品し食 
て庭こ貝の 'でい々た事 
お用な類方自十まを°処 
りはわので宅月す 'そg 
ま友ず下はにに。御れf 
す人'ご、はイ奉もは 

°知目しお家才仕お皆 
人をら茶庭ンさ手様 
にみえ '用水せ頃に 
勧はに水ををてな親 
め么は割取知戴おし 
ても取用りりい値ま 
今のリ '付即て段れ 
迄がた煮け座いでて 
以あて物まにる'九 
上りの等し店賜よ年 
にま新々たに もりに 
感す鮮° °はの新成 
謝°さ特業だ鮮リ 

ヒー/ V1"ス"東京I ■瀰は… 
H04東京都中央区新川18 20 TEL(03)553 3912営業所/東京調布•杉並•川崎•大阪•九蜎•帯広 

すく血ま種た野痛に私 
つな圧しがが菜ではは 
かりもたあ '中し'永 
り '安所るた心た家年 
解ま定 'のまの。族高 
消たし2をた食医が血 
し家 'ヶ知ま生者そ圧 
た内そ月り当活かば症 
様もの程 '誌をらをと家 
で職後で五でよは通痛庭 
す業は身月家ぎ体つ風用 

°か一体中庭な質てでく 
ら度が旬用く改も通g 
のも軽よのさ善飛院6 
肩寝くりイれをびしL 

こ込感使才て勧上て2 
りむじ用ンおめるおS 
等事らし水りら程り 
ががれてのまれの' 

お客様）声 

> 加価値を高める商品作りに一歩先んじてみませんか/ 

食品工業用•業務用•喫茶#スナック•すし•うどん、そば_ I參菓子參給食參レストラン•トーフ•製麵その他 

C7T7TA3) 

健康づくりをめざす 

家庭用N D X 6 L II 

正価 ¥178,000 
參（クレジット30冋まで可） 
•寸法5l5X290X2l0(wn) 
參アルカリ水容量6 
•蜇置6吟 
|マイコン内葳逆電自動洗浄 

蛇口をひねるだけのオートマチック 
浄水器ではありません 

業務用新形NDX20LI1I 

月々ご使用料9,900円 
オールステンレス 

•寸法560X435 X295(_) 
アルカリ水容置20 £ 
重置25咕 

參マイコン内®逆電自動洗浄 

おいしt、水 
あなたも使ってみませんか 
”活きた水"アルカリ性イオン整水器 

有限会社「里」 
社*中里康幸 

神奈川県相模原市田名四八三六 
TEL(〇四二七)六一—〇九|九 

•業務用/N D X20LUI使用 
•家庭用 ND6II 

ナカ—イお付きあいのナガイのりは、海苔作 
りに於ては他社にはまねの出来ないものがあ 

ります。特に味付けのり「くろ兵衛」は、味た 
れにすべて天然のだし、塩、しょぅ油を使い 

しかも水は、アルカリ性のイオン水を使用し 
ている所です。当社のアルカリ性イオン水の 

出合いは十数年前、家庭用で知り、事務所は 
もちろん、社員が使用して、健康管理の|助 

となつております。 

森川剌繡店 

社*森川松雄 
奈良県五条市本町三—三—三七 

TEL(〇七四七二)三—一| |五 

社*永井宏政 
柬京都太田区大森中=III— I九 

TEL(〇三)七六ニー五六二| 
食品工業用/60OH使用 

/翁 



ホールインワンの最短距離 
(こあるメカ、ネーア^レバトロス。 

宇宙時代の新素材、軽いクラッドチタンを使用したニューモデル。 
レンズは、目に有害な紫外線を完全カットするHI-LUX400を使用。 

ゴルファー向きのスポーティなデザインです。 

HOYA COLLECTION 
HOYA株式会社眼銳捋龙部干161東京都新宿区中落合2丁目7番5号電話03-952-1151 
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我.'ぐ.一二質;'..-二.…. 
•一一で一.. 、、一.:へ，一..二一へ. 一一， 

■ ロマンテiック街道から0 
サンタ十、ドイツの香りをのせて。 

NISSAN 

全国 

フォルクスワーゲン•サンタナ。速度無制限のアウトバーンが鍛えた岛速安 

定性。ロマンティツク街道が汽んだ-徹な伝統美。さりげない表情に包まれ 

た、ドイツ車ならではの感性が、h本の道 

で輝きはじめています。誇りと、喜びに満ちた 

ステアリングを、是非ご㈡身の手で、掏りしめ 

てください。V Wサンタ大H庵からおWけします> 

ご用命は 日産サニ_ 
各支店 

束京•大阪•名古屋•裼岡•橘；ft •礼M•裨戸 

⑬ SA^TAMA 
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—国際会長メッセージ-14— 

一人ひとりの責任-— 

それはライオニズムに尽くすこと 

バート•メイソン 

—獅子吼-57— 

じゃがいも収搜祭 野田利逝57 

おもちゃライブラリー 
子どもの日岡本“久槌58 

バーサー王のスキー競技柳丨1|栄59 

命の流れ 
——物故会員法要例会笠件欣战61 

口で描いた「花の詩画展」角谷胳男62 

器と人れもの食物とエサ中澤昭一63 
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周年記念アクfVビティ•寄贈キャンペーン 

公荩興産film会社 
神戸本社S078-34卜6141東京支店O03-267-4460 

国際親巻の窓. 
マレ—シアのライオンズ^^ねて.';(ia聰介- 

美しい中国人の心.吉山美夫• 

ライオンならではの国際親善：ftY上栄■ 
サンパウロのライオンズ.萩哚栄一. 

俳埴•歌埴... 
ライオンズ•ニユース•カセツト. 

信 口！rb. 
編集室.荔悦康人- 

「ボランティア精神」 

奉仕活動サ—ビス•アクティビティ 
日本ライオンズクラフ分布図. 

献血その歴史と今後の対応 細谷太実• 
明日も、また……。 相山悦子• 

地域の土壌に咲いた奉仕の花 杉浦満. 
献眼•献腎を幅広く 山田重寿• 

アィバンク運動の展望 岡村健. 

〈手記〉新しい光を得て MJT-八仁• 
待望の盲導犬が全盲の女性に 浜口祐治. 

私たちの立ち上がらねばならぬ日 古川俊隆. 

〈手記〉よみがえった我が子の腎臓 松代一昌. 

_^招待席=私の出会つた人— 

泥沼の中から 畠春斎34 

s©@8 

誠意には信頼、信頼には誠意で…… 

——経営の基本とそのノウハウはここに- 

㈱来島どつく社長坪内壽夫•喜多保 
グラビア- 

東京高輪7?ラ 

•36 

I歳末助け合い-おのおのがた 
討ち入りそばでござる…3 

335-A地区レオクラブ合同ヤリテイH<i: 6 

薬害と薬物乱用.下H-J^:耽……43 

そこが知りたい薬物乱用とはその二.44 

雨の街頭キャンべ—ン.小サM一 ……46 

_ • .玉 
★ 

がつちりした体に無邪気な〃圭ち 
やんスマィル々。学校でいちばん上の 

お兄さんは' クラスでも先生のなか 
でも、とくに女性の人気を独り占め 

しています。どの授業も|生懸命で 
すが、こと芸術の時間には活躍し、 

軽快なリズム打ちは天下|品です。 
美術の「さあ何に見えるかな」の時 

間に制作したこの絵は、友だちから 
「オバケに見える」と言われたもので 

す。圭輔くんは、賞を頂いたのはこ 
れが初めて。これからも、これを励 

みにがんばつて勉強することでしよ 

宣教師UミッチHルの死 

健康長寿の翁 

革の大トランク 

)11田3C三 

十M山遒雄……77 

14山itfi一郎 

—カラ- 

私の博物館.30 

夫唱婦随で愛鱗二十年 
坂元正一(佐n咕•唐沭レィンボ—?:ラ) 

ふるさと探訪福島県•二本松.49 

ライオンズ•ギヤラり—.74 

堀江志義雄(福#-货？•二 
宮本順三(大阪逍姒坭77ぅ) 

科学随想科学技術に思う 福島公夫 

高度情報化社会の中で「ほう•れん•そうJも忘れずに 

忘れ得ぬ人 



ライオンズクラブ国際協会 

国際会長パ'ート•メイソン 

-国賺会長メツ1?—ジ， 

人ひとりの責任- 

れは 
i%\%1フイオーー、K厶に尽くすこと 

9上V 
ラィオンズの行ってきた善意g# 

業とその功績は、世界中あらゆると 

ころで目にすることができる。例え 

ば視力回復•眼科治療センタ1もそ 
ぅであるし、障害者や視覚障害者の 

ためのキャンプ、そして医療、教育 

施設、老人福祉センタ—など、例を 

あげれば枚挙にいとまがない。これ 

らは、ラィオンズの業績を物語る輝 

かしい記録の数々である。しかし、 

それは何もないところから生まれた 

わけではなく、ライオンズがほんの 

わずかではあるが、自らのひととき 

と隋力をささげることによつて或し 

遂げられたのである。我々の奉仕の 

記録は羨望のまなざしで見られてい 

る。なぜなら、行く手に立ちふさが 

る数々の挑戦に、ラィオンズがぅま 

ず絶ゆまず立ち向かって来たからで 
あり、それはとりも直さず、ラィオ 

ンとして、また地域社会のリーダー 

としての責任を受け入れ、奉仕の声 

にこたえてきたからである。 

ここ数十年来、よき資質を備える 

者がいかに素晴らしい業績を残し得 

るかを、ライオンズは身をもって証 
明してきた。自らの責任によって、 

目の不自由な人には光を、貧しい者 

には健康的、かつ充実した生活をも 
たらし、そして、住みよい地域社会 

づくりに励んできた。すべて、ラィ 

オンズ•メンバーが、世界最大、そ 

して最も活動的な奉仕団体の一員と 

して、その地位の重大さを認識し、 

地域社会や人類同胞のために、自分 

たちの責任を果たしてきたからであ 

る。 

責任を自覚し、それを果たすこと 

が、我が国際協会のみならず、家族、 
祖国、そして、この文明社会の基盤 

をなすものなのである。直面する問 

題が難しすぎて手に負えない、ある 

いはすぐに取りかかるには少々問題 

がある、そんな時は軽々しく引き受 

けたり、見て見ぬふりをしてはなら 

ない。責任ある行動こそが、日常生 
活や我々の奉仕活動に欠かせないの 

である。もちろん、事業や奉仕目的 

の成功を目指して、長い努力を積む 

に当たっても——。 

てだれか"がやってくれるだろう、 

"だれか，が犠牲になってくれるだ 
ろう、と甘えてしまっては、目的は 

達成されないまま終わってしまう。 
捕らえどころのない"だれか"が自 

分に代わってやり抜いてくれるだろ 
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ぅと待ち望んでいるよぅでは、地域 

社会や国家の建設は望めないし、文 
明社会の進歩もなければ、未来を目 

指して活動するラィオンズクラブが 
生まれるわけもない。我々はラィオ 

ンとして、即ち、人々の幸せのため 

に無私の奉仕を誓った者として、自 

分の責任を分担すべきである。そう 

して初めて、我々は、奉仕の声にこ 

たえているのだという自信のもとに、 

胸を張って歩むことができるのであ 

地域社会の建設とょりょい人間環境 

づくりに取り組む者の意気をくじく 

ものである。私たちはラィオンとし 

て、自分たちの責任逃れを戒めるば 
かりでなく、他の一般の人々にも、 

それが人間の当然の義務であり、ま 

た事に当たつてはなおさら必要なも 

のであることを知らしめなければな 

らない。 

奉仕活動に携わっている限り、一 

人ひとりがラィオンズ.ファミリ— 

としての責任を受け負っているので 

ある。事業が成功するか否か、また、 

我々の目的がどの程度まで達成でき 

るかは、各自の働き次第である。 
私はしばしば、詩人ジョン•ダン 

の残した言葉、「誰がために鐘は鳴 

る、と迷うことなかれ。鐘の音は汝 

のためなり」について触れるが、こ 

の一節によって彼は、我々に課され 

た責任が自分自身のことだけでなく、 

それ以上なのだといぅことを語って 

いる。国際的な諸計画を遂行する中 

で、鐘の音をラィオニズ厶に尽くす 

ことの象徴として受け入れることと、 
しかもそれを広く全人類に向けて響 

かせなければならないことをよく考 

えて頂きたい。全員がこぞって責任 

感を持ち、奉仕の声にこたえて行こ 

現在、世の中が、〃これだけやれ 

ばいいや，とか"わざわざ自分が犠 

牲になることもない"とか〃そんな 

に一生懸命やってもしょうがない" 

とかいう風潮にあることは否定でき 

ない事実である。こういった風潮は、 



•年間献血者793万人(日赤血液センター)の 
中のライオンズ動員数47万人 

⑼万人 複合腿別構成比 

ライオンズ罔別動員数 

献血の歩み 

日本に近代の科学的な輸血法が入 

つてきたのは、大正のころ。その後、 

輸血が広く行われるよぅになったの 

は、昭和五年に当時の浜口雄幸首相 

が、東京駅頭で暴漢にピストルで撃 
たれるといぅ事件が起こつてからで 

ある。この時、出血多量で死にかけ 

ていた浜口首相に、駆けつけた東大 

の塩田教授らが緊急輸血を行い生命 
を救った。これが社会の大きな関心 

を呼んだのである。 

当時の輸血は「枕元輸血」といっ 

て、患者の血液型と適合した供血者 

を患者の隣のベッドに寝かせ、注射 

器などで供血者から採取した血液を 

そのまま患者に輸血する方法であつ 
た。しかし、この輸血方法には、検 

査や安全性に問題があった。 

そこで、輸血に保存血液を用いる 

ための血液銀行を設立しようという 

気運が高まり、厚生省は日本赤十字 

社、東京都、日本医師会の代表者を 

集めて、輸血事業の具体化に本格的 

に取り組むことに決めた。 

これに基づいて、日本赤十字社は 

アメリカ赤十字社の指導をうけ、血 

液銀行の設立とともに、保存血液の 

製造に着手し始めた。こうして昭和 

二十七年四月に、日本赤十字社東京 

血液銀行(いまの中央血液センタ 

I)が開業した。この日赤の血液銀 

行では、献血と同時に預血、返血も 

受け付けた。 

これに対し、民間の商業血液銀行 

は昭和二十六年に二力所で開業して 

おり、その後、その数は急速に増え 
て行った。これらの商業血液銀行は、 

すべて買血方式で営業したため、日 

赤の献血、預血には協力が極端に少 

なく、買(売)血全盛の時代を作る 

ことになつた。 
しかし、こぅした商業血液銀行に 

群がる常習的な売血者の多くは、低 

所得者層で、頻回採血による貧血や 

赤血球低下のために健康を害するな 

ど、売血の弊害が目立つよぅになっ 
た。また、輸血を受けた患者が血清 

肝炎にかかる例も多く、売血は道義 

的、社会的な問題を提起した。当時、 

この売血の実態を暴き、「黄色い血」 
追放キャンぺーンを行ったのは、学 

生献血連盟の大学生たちであった。 
また、「買血制度は、売血者ならび 

に要血者の人権擁護にはなはだ欠け 

ている実情から、これを廃止すべき 

である」という東京弁護士会の建議 
書もあり、マスコミも献血に協力す 

るためのキャンぺーンに立ち上がっ 

た。さらにこのころ、ライシャワ 

1•駐日アメリカ大使が暴漢に襲わ 

れて一力月の重傷で手術を受け、輸 

血によって血清肝炎にかかったこと 

も大きな反響を呼び起こした。 

このような世論の高まりに、政府 

は買血制度の弊害を取り除き、正常 

化をはかるためには、保存血液のす 

ベてを献血でまかなうのが最善であ 

るとの結論をくだした。そして昭和 

献血 その歴史と今後の対応 

泰 日本赤十字社中央血液センタ— 
献血部長細谷太実 
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と同時に、こうした成分輸血は一人 

の献血者から提供された血液を、二 

〜三人の輪血に役立てることができ 

るので、貴重な血液の有効利用にも 

つながっている。 

このような成分輸血の普及ととも 

に、昭和四十年代に入ってから血液 

の需要が急に増加してきた。それは、 

①治療医学の急速な進歩により、か 

つては早く亡くなってしまったよう 

な患者が延命でき、大量の血液を使 

って頑張るようになったこと。②西 

欧では百年かかって達成したといわ 

れる高齢化社会が、日本では戦後三 

十年をもってやって来たこと。ある 

そのまま輸血することがほとんどで 
あつた。しかし、医学の進歩にとも 

なつて今日では、献血された血液を 

赤血球、血小板、血漿などの各成分 

に分け、患者の必要とする成分だけ 

を輸血する方法が広く行われている。 

この方法は「血液成分療法」とい 

つて、血液の全成分をそのまま輪血 

する「全血輸血」に比べ、幾つかの 

優れた点がある。例えば、貧血症の 

患者には多くは赤血球だけを輸血す 

ればよいので、量的にも少ない輸血 

ですむため循環器系への負担が軽く 

なる。また、不要な诚分が輸血され 

ないから、副作用の軽減にもなる。 

三十九年八月に、献血の推進につい 

ての閣議決定を行い、本格的に取り 

組むことになったのである。 

このころの献血者は年間わずか七 

万人程度で、約六十万製造された 

保存血液のうち三1^にも満たない状 

況であった。国は全国的に献血思想 

の普及、献血の組織化に努め、日赤 

も血液銀行の名称を血液センタ—に 

統一し、献血の受け入れ態勢を充実 

させた。 
こうして始められた献血運動は、_ 

患者がいつでも安心して輸血が受け 
られるように、健康な人々から不特 

定多数の人々のために、無償で血液 

を提供して頂くことを目的としてい 
る。しかし、当初は売血との併存期 

でもあり、血液不足でもあったので、 

献血した人が輸血を受ける際に、品 

質などに問題の多い売血の血液の供 
給を受けるというような不合理があ 

宵つ』こ0 

^ そこで、こうした不合理をなくし、 

i献血者の善意にこたえようと、献血 

J11L/者には献血の輸血を優先的に還元す 

献ることを決め、献血手帳にその旨を 

集|記載することにした。 
LAこの預血的な運用によって、輸血 

用血液の確保をはかった’のである。 
そして、これを基として各地に、職 

域、地域単位の献血会組織が次々に 

できて行った。こうして献血運動は 

順調に発展してきたが、そうした中 

で新たな問題が生まれた。 

それは預血的運用に伴うもので、 

患者が輸血を受けるに際して献血手 

帳を呈示しなければならないため、 

その献血手帳を集めるのに大変な負 

担を強いられているということであ 
つた。日赤としても、なるべく患者 

に大きな負担にならないよう配慮を 

してきたが、地域によっては預血的 

運用をやめると、献血者確保に大き 

な支障をきたす恐れがあって、それ 
まで必ずしも全国で統一した取り扱 

いがなされないままであつた。 

しかし、この預血的な運用も昭和 

五十七年四月からは、真の献血運動 

の発展をはかるため、全国一斉に廃 

止され、献血手帳の様式からは供給 

記録欄が削除されたのである。 

急増する血液需要 

輸血は、血液という身体の一部を 
供受する特殊な行為である。数年前 

までは輸血といえば、血液の成分を 

妙n 
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また、日本ではここ数年来、血漿 

製剤の使用量が非常に増加しており、 

アルブミンの使用量などは、全世界 

の生産量の約二五rrを消費している。 

これはもちろん、日本国内の献血だ 

けでまかなうことができず、大部分 

を主にアメリカからの輸入に頼って 

おり、国際的な批判をあびている。 

このようなアルブミンをはじめと 

する血漿製剤の大量使用には、他国 
と比べて適応できない症例に使用さ 

れていると思われる点もあるため、 

厚生省では血液製剤の適正使用の基 

いは、老人医療の無料化という社会 準を作ろうと、検討を始めた。 

福祉が非常に進み、老人で輸血を受 また、この血漿製剤については、 

ける方が驚異的に増えたこと。③血 日本でも昭和五十八年六月に、北海 

漿交換などの新しい治療医学が進ん 道•千歳に工場を作り、献血の血液 

で来たことなどに、原因があると推 のうち、有効期限の切れた血液や検 

測されている。 査で不合格となった血液を原料とし 

これに対し、献血の伸びは図1の て、本格的な製造を始めている。 

ように献血率(年間献血者延べ数/ 医学の進歩にともない、血液製剤 

総人口打)でみると、順調に増加し の需要はますます増大する一方、よ 
ていることが分かるが、図2のとお り安全でかつ有効な輸血の必要性が 

り、日本の一回当たりの採血量が二 強く望まれている。この量、質両面 

百：'rlujであるために、西欧の四百〜 からの需要に対応するために、いま 

五百：、”！：5採血の国に比べ、血液確保 幾つかの方策が検討されている。 

量(図CO)で常に劣るというのが現 その一つが四百ミリH{採血だが、こ 

状である。 れは量的な需要に対応するというこ 

とではない。例えば、大量輸血の際 日本輸血学会で安全性が確認されて 

などは複数の献血者から得られた血 はいるが、多くの人が心理的な不安 

液を輸血するため、輸血を受けた患 を持っていると思われるので、実施 

者に種々の抗体ができたり、輸血後 にあたっては十分な理解を得なけれ 

の肝炎発生率が高くなるなどの問題 ばならない。また、実施するにして 

が起きている。これを少しでも解消 も、今までの二百：、”!u'i採血と併用し 

するためには、献血者からの一回当 て行うことになるであろう。 

たり採血量を増やすことが有効とさ また、もう一つの方策として検討 

れている。 されているのが、フヱレーシスの導 

四百：m採血を行えば、現行に比 入である。フヱレーシスとは、専用 

ベてより少数の人から得た血液での の装置を使って血小板や血漿など必 

輸血ができるので、副作用や感染症 要な成分だけを採取し、その他の成 

の面で安全性が高められる。しかし、分は供血者の体内に戻す方法である。 

この四百ミリri採血の実施については、 現行の全血採血から各成分に分離 
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日赤中央血液センター主催による「献血感謝のつ 
どい」が、10月12日、東京•渋谷の東急ゴールデン 
ホールで行われ、席上、東京関東ライオネスPは東 
京早稲田Pとともに、献血推進団体を代表して表彰 
された。写真はミス東京の長谷川操代さん、徳永栄 

一所長、相山悦子の皆さん 

そろそろ壁を意識するころ、 

東京秋葉原7*?が日赤と協力 
して「誕生日に献血を」を 

テ—マに、街で、駅で、テ 
レビで素晴らしい献血キャ 

ンぺーンを展開しておりま 
した。そして、私たち東京 

関東ラィオネスrも街なか 

に出て行く機会を見つける 

ことができたのです。 

最初の街頭献血は、上野 

駅前でした。なかには酔っ 

た人にからまれて逃げまど 

明日も、また. 〇 

相山悦子 
(柬京関)Kライオネスr) 

今から八年前に、今は亡き元ガバ 

ナ—の佐藤三蔵先生から、熱っぽく、 
そして、分かりやすくライオンズク 

ラブの創立者メルビン•ジョンズ氏 
とライオンズ精神のお話を伺いまし 

た。お話に心の目を開かれる思いが 
し、まつたく感動しました。何の取 

り柄もない私自身ですが、ライオネ 

スクラブに參加させて頂くことをお 

約束し、初代会長をお引き受けして 

しまつたのです。 

私たちは女性として、人間として 

背伸びをしないで、労力奉仕をさせ 
て頂く、その中にこそライオンズ精 

神を見いだすことができると信じて、 
活動して行きたいと思ったのです。 

ったり、渡すビラを無視して通り過 

ぎて行く人に感ずる空しさ、また、 

若い方が気軽に快く応じてくださる 

光景、みな初めての体験でしたが、 

私は重い足どりで家路につき、一日 
中、立ち働きして体も疲れ、遅れ目 

の夕食の用意をしているときに、な 

ぜか軽いテンポのメロデイが口をつ 

いて出たのです。ともに参加された 

ライオネスのお友だちも、家族だん 

らんのなかで改めて奉仕する幸せの 

味をかみしめ、今日一日の充実感に 

浸つたことでしょぅ。 

「今日はよいことをした」と心めな 

かで叫びたい。そんな気持ちになる 
一日でした。こぅして、私たちは献 

血運動を中心としたボランテイア活 

動にとりつかれていったのです。 

その当時、一年間で献血してくだ 

さる方は全国で約四百五十万人、ム-7 

では七百九十万人にもなりました。 

ほんの小さなお手伝いかも知れませ 

んが、社会の人たちの善意と愛を私 

たちの喜びとして、これからもお仲 

間の方々と献血運動に参加させて頂 
きます0 

また次の献血日も、また次のとき 
も……。 (初代会長) 

する方法だと、成分によって使用量 

に差があるとあまるものが出て来る。 
しかし、フェレ—シスであれば、患 

者が必要な成分だけの採取ができる 

ので、善意の血液を無駄なく利用で 

きる。また、一人の供血者から同じ 

成分を大量に採血して輸血できるの 

で、治療効果もあがる。さらに血漿 
製剤の原料となる血漿の大量採取に 

も適している。 

ただし、このフヱレーシスは実際 

の採血に要する時間を含めて•一〜二 

時間かかり、街頭の採血車では行え 

ないので、血液センタ—まで来て頂 

かなければならない。このため、'ど 

れだけの人々に協力を得られるか不 

安な面もある。 

医学の進歩にともない多様化する 

血液需要に対応するためには、国民 

の理解、協力が必要なことは言ぅま 

でもない。今後も血液事業の発展の 

荇ため私ども血液センタ—は、誠心誠 

M意努力する所存であるが、常日ごろ 

麵多大なるご支援とご協力を頂いてい 

\るラィオンズクラブ会員の皆さんに 

Jは、従前にも増して献血運動推進に 

集Iご協力頂けるよぅお願い申しあげる 

1次第である。 . 
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つた、地域に奉仕の輪を広げる住民 

參加のアクティビティができるので 

はなかろうか」と提案。 

同席した委員、会長、幹事も双手 

をあげて賛成し、「どうせやるなら 

五委員会合同アクティビティとして、 

クラブの総力をあげて取り組もう」 

と衆議一決した。 

知る人ぞ知る熱血漢幹事の奔走 
何しろ開催日までにわずか一力月 

あまりしかなく、軽業師のような危 

ない段取りになり、翌日、もっとも 

不安のあった採血車の手配を県赤十 
字センタ—へ依頼したが、「十月十 

たアクティビティを実行してきた。 

異例のPR委員長提案 

九月六日、例会終了後、保健レク 

リエーション、社会福祉の両委員会 

が合同で、恒例の区民ハィキング大 

会協賛アクティビティについて打ち 
合わせをしていs'時、同席したPR 

委員長が、「区民が大勢集まるこの 
チャンスを利用して奉仕活動の幅を 

広げ、かねてリジョン献眼献腎推進 

委員^玉川照道、地区推進委員長^ 

稲葉忠行から実施要望のあった献眼、 

献腎バンク登録を、献血奉仕と併催 

したら <フ期クラブ•スローガンにそ 

地域の土壤に 
咲いた奉仕の花 

杉浦満 
(愛知県•名古屋天白7 ) 

〈理想に集いひろがる奉仕〉実現 

「成功でしたね/ご苦労様」 

さわやかな秋の夕暮れ、お互いに 

力いっぱい握手をかわし肩をたたき 
合ぅ同志ラィオンの表情は、秋空の 

ょぅに明るく澄みわたっていた。 

当日は献眼•献腎バンク仮登録者 

三十一名、献血者百九十二名を記録 

したが、この数字にもまして日ごろ 

人影のまばらな会場に、地元の区役 

所、警察署をはじめ十五団体の協力 

を得て、地域に奉仕の大輪の花を見 

事に咲かせることに成功した感激が、 

メンバーの喜びを二倍、三倍にも増 

幅させるのだった。 

本年度の名古屋天白7'Iのスローガ 

ンは、「理想に集いひろがる奉仕」 

と決定され、今期初例会で新会長J? 

田中清一がこのスロ—ガンの意味を、 

「会員おのおのがライオンズの理想、 

目的のために、個人の感情と利害を 

捨て〈ウイ•ザ—ブ〉のモットーの 

もとに集まった同士が、地域内の奉 

仕の心のあるボランティア、友誼団 

体、市民の方々と協調し、ともに手 

を携えて奉仕の輪を広げる形でのア 
クティビテイを目指したい」と説明 

し、各事業委員会もこの趣旨にそっ 
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日は体育の日で集会が多く、予定が 

いっぱいです」というつれない返事 

で、アゥト。幹事のJ?鈴木孝之輔が 
再三、再四頼み込み、ょうやく採血 

車一台を確保し、辛うじて第ーハ— 
ドルをクリアー。 

続いて保健レクリエーション委員 

長J?佐藤達夫がアクティビティの会 

場になる市農業センタ—へ行き、同 

所長と知人のょしみで、雨天でも採 

血可能な最良の場所を確保。第ニハ 

1ドルもなんとかクリアI。そして 

彼は得意の企画、編集能力を発揮し、 

七枚にわたるアクティビティ実施要 

綱と計画書を五委員会の意向を採り 

入れて作成、ようやくアクテイビテ 

イの土台作りが完了した。 

五委員会の総力を結集 

この企画の成功、失敗の鍵は、地 

域の奉仕の心ある人々からいかにご 

の目的に向かって、視力聴力、社会 

福祉、レオ、環境保全、保健レクリ 

H丨ションの五委員会が白熱の協議 

を何日も重ね、事前PRのプランを 

練り、区内では随所に会長、幹事、 

担当委員、地元に顔のきくメンバー 
がチラシ配布、ポスタ—はり、役所、 

団体を訪問して協力の依頼、記念品 
の手配、レオクラブ•メンバーのP 

R用プラカードの作成、来場者の駐 

車場の確保等、各自の特技を生かし 
て、十月十日を目指して全力をあげ 

て計画の実現に取り組んだ。 

善意と愛をドラマチックに体験 

当日は心配された雨も降らず、ま 
ずまずの日和となった。午前十時、 

区民ハィキングに參加する六百余名 

を前に、天白区長に引き続き名古屋 

天白7*?会長があいさつに立ち、「ハ 
ィキング終了後、ぜひ奉仕会場にお 

立ち寄り頂き、尊い献眼、献腎、献 

血にご協力ください」と呼びかけ、 

会長の後に並んだレオが一斉に標語 

を書いたプラカードを天に向かって 

揚げ、場内の雰囲気を一段と盛りあ 

げた。 

会場は一日中、人の列が途切れる 

ことなく続き、大勢の方に献血して 

頂き、併せて献眼、献腎バンクの登 

録を受け付けたが、この無報酬の行 

為は人心の荒廃が叫ばれている世間 
に示された一服の清涼剤であり、 

人々の善意と愛をドラマチックに感 

じさせるものであった。 

とりわけ大正八年生まれ、六十四 

歳になるご夫婦がそろって来られ、 
「私でも献血できるでしようか」と 

年齢制限ギリギリで献血して頂いた 

姿に、その場に居合わせた者は目頭 

がジーンと熱くなるのを覚えた。 

アイバンク(眼球銀行)の沿革 

アイバンクは、アメリカの角膜移 

値に熱心な医師たちの運動で、一九 

三九年に初めて設立された。 
それょり前、一九二五年、ォハイ 

才州セダーポイントで開催された第 

九回国際大会で、聖女ヘレン•ケラ 

—がライオンズに盲人に対する奉仕 

活動を訴え、參加者一同の感動を呼 

今回行ったアクティビティは、ラ 

イオンズクラブの活動としては何も 

特別に目新しいものではない。しか 

し、メンバーの創意と〈ウイ•サI 

ブ〉スピリットに加え、地元の協力 

のもとに大勢の参加者を得で、地域 

の土壌に善意の奉仕といぅ花を、絢 

爛と咲かせた行為は名古屋天白7*Iの 

歴史の一ぺージとなり、全力をあげ 

て取り組んだ我々の胸に、誇りとし 

て永遠に残るものと確信している。 
(ゴルフ会貝権取引業.52歳) 

んで、視力保護盲人福祉がラィオン 

ズクラブの大目標となつた。 

我が国で献眼運動が始まったのは 

一九五八年、角膜移植に関する法律 

が制定されてからのことである。一 

九六一年、岡山7*IのJ?三木行治(県 
知事)が「耳には音を、目には光 

を」のスロ—ガンを掲げ、自ら献眼 

登録第一号として県民の前に範を示 

献眼、献腎を幅広く 
山田重寿 

(香川県•高松東r) 
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さる11月24日、岡山市•岡山プラザホテルにおいて、全国アイバ 
ンク運動推進協議会第7回総会と研修会が開催され、全国150クラ 
ブから400名の会員が参集、献眼運動の普及と推進について熱心に 

話し合った。総会では昨年度の事業および決算報告、新年度事業計 
画の審議のほか、新年度会長（代行）にお上原有城（福岡県•北九 
州若松P)を選出、その他の役員の改選が行われた。 
続いて研修会では、g勧山弘（静岡県•沼津グ）による講演「こ 

ころの時代」のほか、336- B地区の献眼運動についての報告、パ 
ネル•ディスカッションなどがあり、次の決議宣言が発表され、採 
択された。 
1、 会員の心の中にアイバンクの火をともそう/ 

2、 クラブは活動組織を確立して運動の効率を高めよう/ 

3、 行政機関との提携の中で住民運動としてその輪を広げよう/ 

4、 複合地区献眼推進委員会と全国アイバンク運動推進協議会が連 
帯を強化し一体となって運動の推進を計ろう/ 

を強く要望したい。 

次に、腎臓友の会とタィアップし 

て、献腎運動を盛んにしている地方 

がある。私も、献眼と併せて献腎の 

登録をしている。腎臓移植は、死後 

一時間半以内に摘出して、二十四時 

間以内に各種適合検査を済ませて、 

病院で移植手術を行うという。 

そこで、角膜と腎臓を同時に提供 
すると申*L出た場合に、順序などは 

どうなるのかと疑問に思うわけであ 

る。現在のところでは、両バンクの 

間に何らの連携がないよぅである。 

献眼登録と献腎登録の窓口を一本化 

するか、または双方の連絡が密にで 

きる態勢がなければな^まい。 

ラィオンズクラブが献眼運動と献 

腎運動の両方を成功させるには、死 

後同時に提供するといぅ申し出があ 

る場合を考えなければならない。ど 

ちらにも共通する手引書の作成が必 

要ではあるまいか。 (建設業.74歳) 

した。三年後の六四年九月、三木知 

事は死亡され、岡山大学付属病院で 

二人の女性にその角膜が移植された。 

一九六九年四月、I —W二地区の 

第十五回年次大会が高松で開催され、 

その記念事業として香川県眼球銀行 
が、日本赤十字社香川県支部内に財 

団法人として設立され、第一回登録 

者三百五人を数えた。 

一九七一年には、静岡県.沼津^ 

の??勧山弘の熱心な提唱にょり、第 

一回全国アィバンク運動推進全国大 

会が、沼津市で開催された。 

現在、全国にアィバンクは三十七 
行あり、®)日本眼球銀行協会のレポ 

I卜にょると、献眼登録者三十万三 

百四十七人、角膜提供者八千三百四 

十一人、利用個数一万一千六百七十 
四となつており、なお増加の一途を 

たどつている。この献眼運動の推進 

には、各地のクラブが中心となって 

活躍している。 

運動継続のための要望と疑問 

全国アィバンク運動推進協議会は、 

毎年各地で総会と研修会を開催して 

献眼運動推進に大いに活躍している。 
さる十一月二十四日、岡山プラザホ 

テルで第七回目が開催され、大勢の 

熱心な会員が参加されたが、その講 

演と質疑を聞いて感じたことを述べ 

てみたい。 

この協議会と別に、複合地区献眼 

推進委員会連絡会議が発足し、同じ 

目的で二本立てで献眼運動を推進し 
ていることになっている。後者は単 

年度の事柄の処理機関であるので、 
前者と目的は同じでも、実効につい 

ては疑問があると思われる。複合地 

区献眼推進委員長連絡会議の推薦に 
より、全国二千七百クラブに呼びか 

け、全クラブが前 

者に加入して、大 

同団結して献眼運 

動を展開するなら 

ば、献眼登録者が 

三百万人集まるの 

も容易である。一 

本立てになること 

•をた 
故膜し 

、角ど 
前のも 

年事り 
20知取 

は県を 
ん山光 

さ岡、 
子治れ 

貞行さ 
水木植 

清三移 

The Lion ’85. 2月号 22 



日本の元祖(生産販売） 

生ローヤルゼリー 

I8g詰 Y2,500 30g詰¥4,000 

90g 詰 ¥ 12,000 

00000W 々ィ 

みっばち觯s! 

みつばちと共に半世紀を歩む 

本邦最古の SS紙日本養蜂新聞発行元 
ライオンの皆様にはハガキ、お電話いただけれは 
代金後払いにて、直ちにお送りします。 

知られざる 
驚異の世界へご案内 

本社深沢社長、養蜂50年の体験から贈 
る{建康へのアドバイス。各クラブの資 
金源にご斡旋下さい。（卸価提供） 
450頁A 5版 定価¥2,500 

送料 ¥ 300 

養蜂のコンサルタ: 

州蜂蜜本舗 
松本市中央218 00263 32 2608 - 0832 代表者深沢光一（し） 
松本駅ビル支店（一階）00263 36 3514本社松本市神田763 »25 4877 

バンク運動の展望 

ホ川アイバンク•シンポジウム 

が、昭和五十九年十一月一日、川崎 
市で行われた。五つのアイバンク協 

会と330-00地区ガバナ|をはじめ、 

地区内ほとんどの会長、幹事が一堂 

に会し、内容、出席ともに盛りあが 

り、時のたつのも忘れるくらいであ 

った。 

最後になってライオンの一人から、 

最近、鎌倉に住む五十四歳の献眼登 

録者が東京•千代田区の三井記念病 

院で亡くなり、家族からの連絡で献 

眼の実現に走り回ったのに、その日 

はあいにく日曜日、神奈川県の某大 

背学眼科から、「それは東京アイバン 
，クでやってもらいなさい」との指示 

疆を受けた。しかし、東京の電話帳に 

JfiL/は愛人バンクはあれど、東京アイバ 

献ンクは見つからず、苦心の結果順天 

集|堂大学眼科に依頼して目的がかなえ 

I4#られた。いったい複合地区に敝眼推 

進の協議会があるにはあるが、同じ 
330複合地区の中でAとB地区で献眼 

者が出た際、お互いに連絡はつくの 

か、といぅ質問があった。 

A地区を代表して出席していた私 

は、「東京には東京アイバンクとい 

ぅ名称のものはありません。順天堂 

だけが二十四時間才—プンで、これ 

にこたえています」とお答えした。 

東京には東大、慶応大、慈恵医大、 

東京医大、東京女子医大、駒込病院 
等の有名病院があるが、アイバンク 

の登録については、読売光と愛の事 

業団が過去に七万余の登録を持ち、 

全国の四分の一に及んでいる。過去 

二十年のアイバンクの全国的な拡大 

に大変な業績を残している。昭和三 

十八年にアイバンク発足以来、現在、 

各地に三十七の銀行が厚生省から認 

可されているが、その格差は大きく、 

なかには開店休業の銀行もある。全 

国各地でライオンズがいろいろアイ 

バンクをバック•アップしているの 
はアメリカと同じである。 

十一月十四日、『読売新聞』はス 
クープとして移植腎臓が六百万円で 

売られている実態を報じ、読者と関 

係者に反省を与えた。まことにショ 

ッキングなことであつた。 

献腎運動とは、腎機能を失って週 

二〜三回の人工透析(血液の清浄 

化)を年間七百万円の費用で、寿命 
のある限り続けている人に、生体の 

腎を差し上げる行為で、人間が人間 

に臓器を提供する最大の奉仕である。 

母親が、腎臓病で悩む我が子に、 
二つある腎臓の一つを与える以外、 

日本では他人に腎を差し上げるまで 
思いきれるのは稀なことである。 

アイバンクも、再出発のスタ— 

卜•ラインに立たされているのでは 

なかろぅか。社会生活の発展と変化、 

日本経済の成長とともに、医療保険 

の普及により、医療費がなくて角膜 

移植を受けられない人はいなくなっ 

た。むしろ移植可能な眼球や腎臓が 

出てこないところに、問題がある。 

アイバンクへの登録は全国で三十 

万人に及ぶが、年齢の若い人に多く、 
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広島県•加計Pのれ末田尚の文章(本誌10月号16D 
を拝読して、加計Pの地域住民におよぼす影響力の 
大きさに感嘆した。当クラブの会長g佐々木清美も 
衫末田の影響を受けた一人である。佐々木会長の発 
案で、一年中24時間体制をしいている眼摘医のご苦 
労に報いるため、広島太田川P200回例会記念アク 
ティビティとして、10月10日、献眼の窓口である広 
島大学付属病院へ角膜移植セット（ドレーガー氏電 
動式ロータートレパン）を贈呈した。 
眼摘責任者の日山医師から、「電動式トレパンは 

広島県に4台しかなく、献眼が集中的にある時は対 
応できないことがある。他の病院に依頼しても空床 
がなかったり、移植希望者と連絡がとれなかったり 
して、やむを得ず尊い献眼を県外に送ったり、表層 
保存をしたりすることがあった。これからは2人同 
時に移植できるようになった」と、喜ばれた。 

(広島太田川P •田丸卓郎• 55歳•整形外科医） 

実際に献眼される例は少ない。毎月 
の『ラィオン誌』には、メンバーで 

献眼された方々が写真入りで、その 

徳行を顕すべく報ぜられている。ア 
メリカでも日本でも、ひとりラィオ 

ンズクラブは献眼登録運動と献眼実 

施を、他に先駆けて行っている唯一 

の奉仕団体である。 

献眼登録は献血と違って、各クラ 
ブにより大いなる格差がある。また、 

慶応から読売光と愛の事業団に、次 

に順天堂と、一人が三回も登録替え 

して、献眼登録があたかも署名運動 

化していることも知つた。 

クラブあるいは地区キャビネット 

で登録の実態をつかんでおかないと、 

この運動は線香花火となる心配があ 

る。未登録の方の突然の死や、献眼 

発生時の連絡方法、移植協力のでき 

る病院を増やすこと等、やるべき分 

野の务いことも分かった。登録には 

長い時間がかかるであろぅが、各ク 

ラブで年に一回のアィバンク例会を 
持つなどして、メンバーの全員登録 

といぅ目標を達成したいものである0 

デピュティ•ガバナーの??宮城貞 

一郎は、最近、ハワイのカイ厶キr$ 

から次のようなハワイ•ライオン 

ズ•アイバンク(マカナ基金)につ 

いての報告を受け取った。 

名称はアイバンクであるが、医学 

の進歩と時代の要請を入れていまや 

臓器銀行(オルガン•バンク)を行 

っている。つまり、人口六十万のハ 

ワイでは眼球、腎臓、その他の臓器、 

献体というように、本人の意志によ 

って分類、チXックしている。本人 

と身内の成人二人の署名が必要で、 

申込書とカードが同封してあった。 

ハワイ•アイバンクは二十四時間 

受け付けを行っており、また、営利 

事業ではないから多くの経済的支援 

を必要としているので、下記に小切 
手をお送りくださいと、金銭の寄贈 

をアイバンクがお願いしている。 

この登録は、アメリカの法律的に 
も正しく、法的書類として通用する 

とも書かれている。さらに、運転免 

許証を持つ人は、オルガン•ドナー 

(臓器提供者)という親指犬のナン 

バ—入りシールを、常に自分の免許 

証にはっておくようになっている。 

やること、成すこと実際的なアメリ 

力人らしい考え方が、よく分かった。 

日本では遺体や臓器を、死後も魂 

のあるものとして大切にする美しい 

習慣がある。臓器の一つである血液 

が、かくまで提供されるようになつ 

た現在、死後臓器を積極的に病める 

人に役立たせようという思想は、ラ 

イオンズの精神である知性と奉仕の 

心によって、大いに広がることと確 

信している。 

今から十年前に、東京にもライオ 

ンズ•アイバンク設立が考えられた 

が、基金の問題か、あるいは移植実 

施に協力する病院がなかったためか、 

計画倒れに終わったと聞いている。 

全国三十七のアイバンクは、腎臓 

バンクとともに厚生省によって、行 

政的に県や都を通して認可されてい 

る。東京にある三つのアイバンク 

(読売、慶応、順天堂)の外に、今 

こそ330-A地区のライオンズが全力 

を出して、自力のアイバンクを設立 

するのか、どんな選択をするのかが 

今後の鍵となるのではなかろうか。 

例ぇばゝ地元の東京京橋^ゝ東京 

銀座巧く東京築地巧く東京築地市場 

rIの三年間におよぶアクティビティ 

によって、聖路加国際病院は立派に 

角膜移植のできる病院になった。献 

眼二十例、移植も六例におよぶ実績 

を持つに至った。 

キリスト教を看護と医療の土台と 

して、八十年以上の歴史を持つ財団 

The Lion *85. 2月号 24 



法人聖路加病院に、ライオンズクラ 

ブが協力して、仮に聖路加ライオン 

ズ•アイバンクとして進めて行くな 

らば、東京のライオンズが願ってい 

る全員登録と、全国からの移植希望 

者を受け入れ、開眼の喜びと奉仕の 

実行とをあげるライオンズのアクテ 

イビテイが、地に足をついてできて 

いくのではないかと考えている。 
330-B地区の、全員の協力による 

アイバンク運動を神奈川方式とし、 

献眼登録は読売に行い、移植はメン 
バー眼科医の奉仕により実績をあげ 

ている334-E地区を長野方式とする 

ならば、東京では新しい全体奉仕の 

方式で、眼球だけでない他の臓器移 
植をも含んだ臓器銀行(オルガン. 

バンク)の一つとして、アイバンク 

をライオンズが誕生させることに奉 

仕の意義を認めたいと思ぅのである。 
昭和五十九年十一月二〜四日、順 

背天堂大学においてWHO (世界保健 

M機関)と日本眼科学による、西太 

麵平洋地区の「盲人予防シンポジゥ 

ノ厶」が行われた。ライオンズの国際 

献会長は三代にわたって盲人問題を取 

集Iりあげ、啓蒙に尽くしている6今後、 

51我が国の眼科は、白内障手術(老人 

が盲人になる第一の原因で、この手 

術によって開眼できる)、糖尿病の 

網膜症による視力低下に対するレー 

ザ—光線治療、そして、我々が進め 

ている角膜移植の三つがポイントで 

私は角膜が混濁する病気にかかり、二 
十歳のころから次第に視力が低下し、つ 

いには読み書きができなくなってしまい 
ました。この間の精神的、肉体的な苦痛 

は、当事者のみの知るところ、第三者に 
は分かって頂けないと思います。このた 

び幸いなことに、今泉西病院において右 
眼の角膜移植手術を受け、「新しい光」 

を頂戴することができました。 

手術後の経過も良好で、手術前〇•〇 
二しかなかった視力も、手術後は〇•九 

から一•〇と逐次上がって、今では生涯 
最高の視力をもつ身となりました。眼帯 

のとれた、あの感動的な一瞬を思い出し、 
ここに感想を述べてみたいと思います。 

手術翌日の院長先生の回診のとき、眼 
帯が外され、恐る恐る薄目をあけたとた 

ん、「見える」。始めはボーツとしていた 

あり、献眼と登録の二大運動は今後 

ますます重要であると説明された。 

献血運動の歴史のなかで、ライオ 

ンズは「ウイ•ザ—ブ」のモプト— 
のもと、有力な支援団体として歩ん 

が目薬をつけてもらった瞬間、目の前が 
きれいに、そしてはっきりと見え始め、 

今までの自分の目とは思えないほどの驚 
きと喜びでした。 

角膜移植にょるこの劇的な変化は、霧 
が晴れ、急に視界が明るく開け、しかも 

今までのピントのあまいモノクロー厶の 
写真から、解像力の優れたシャ—プな力 

ラー写真に変わった、それ以上の違いが 
ありました。 

今では右眼で、見えなかった遠くの山 
並みも畑も、行き交ぅ車も、ビルの窓ま 

でもはっきりと見えます。近くは腕時計 

の文字盤のスヶ—ルまでも、はっきりと 
分かります。 

それと、もう一つ感激したのは色彩の 
美しさでした。今までは薄暗く濁り、輪 

郭しか分からなかつた陰の部分も濃く明 

で来た。献眼においても、天から与 
えられた奉仕として強力にこの運動 

を各地で、各クラブで進めて頂くこ 

とを願つている。 

(地区視睫力保護福祉委貝•医師.59歳) 

るく、はっきりと輝いて見え、視力によ 
ってこうまでも色調が違って見えるとは 

思いもよりませんでした。 
忘れていた天然色の世界、これが本当 

の色なのでしょう。見るものすべてが新 
鮮で、もちろん新聞や本を読むことも、 

こうして文字を書くこともできます。ま 

さに夢、生まれ変わったようです。 
角膜を提供してくださった方、ならび 

にその貴いご遺志をまっとうされたご家 
族、そしてご尽力くだされた病院の先生 

方とスタッフの皆さんに、心よりお礼申 
しあげます。ありがとうございました。 

この「愛の光」を生涯大切に使わせて 
頂きますとともに、一人でも多くの目の 

不自由な方々が私のように明かりを取り 
戻せるよう切に望み、喜びの一端を述べ 

させて頂きました。 (男性.46歳) 

新しい光を得て 

この手記は、二十歳ごろから増悪してくる顆粒状角膜 
変性という角膜の病気のため、両眼失明状態になってい 

た神奈川県の会社員が書いたものである。 
幸いにもライオンズ•メンバ—の貴い志により眼球が 

提供され、昨春、私どもの今泉西病院で角膜移植手術を 

星 兵仁 
(福島県.郡山1) 

受け、現在、元気に働いている。 
よみがえった光の喜びと感謝の気持ちを、多くの人々 

に知って頂きたいと本手記を寄せてくれた。アイバンク 
活動が、ライオンズクラブのさらなるアクテイビテイと 

なることを期待し、付記する。 (眼科医.42歳) 
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待望の盲導犬が 
全亡目の女性に 

浜口祐治 
<兵庫県•尼崎武庫r) 

尼崎市が一九八四年に「障害者福 

祉都市」に国から指定され、県と尼 
崎市が「障害者にそっと手をさしの 

ベる運動」の提唱に対して、十一月 
十二日、尼崎市立文化センタ！ア 

ルカイックホールで県民のつどいを 

当クラブが主催することになった。 

アルカイックホールは、座席だけ 

で二千席もある。人集めのためのP 

Rポスタ—作りから、どんな催し内 

容にするか実行委員会と盲導犬育成 

委員会が中心となり、市当局や障害 

者団体との打ち合わせも数十回を重 

ねた。練りに練った内容は、標語、 

作文の入賞者の表彰、サッカ—の釜 

本邦茂•ヤンマー監督の講演、手話 

音楽、長井けんじ等のタレントや阪 

神タイガース選手のサイン色紙抽選 

会のアトラクション、そしてロビー 

では障害者の手作り作品の展示と即 

売コIナIも設けた。 

そして、当日のメーン••エベント 
として、当クラブの最大の事業の一 

つの盲導犬を出口章子さん(35歳) 

に贈呈したのである。 

一九八一年のある日、J?有里栄一• 

(獣医)が、視力障害者のために盲 

導犬を育成してはとの発案から、関 

西盲導犬協会に基金を委託すること 
にした。メンバー全員の事業所や家 

庭に募金箱を持ち帰り、半年に一回 

集計する方法で早や三年を過ぎた。 

の一円玉募金等で集めた募金の総額 

は、すでに三百五十万円を突破した。 
こぅしたメンバー全員の一致協力 

した苦労の結晶として、カナダ産の 
ラブラドルリトリバー種の盲導犬 

「ィージー号」(メス• 2歳)の誕生 

をみることができた。そして、市障 

害福祉課と視力障害者福祉協会の推 

薦にょり、市内在住の出口章子さん 

に贈られることに決定した。 

•，出口さんは十九歳のとき、両眼網 

膜委縮症を患い、全盲となつた。家 

庭では病弱の父親(75歳)の看病を 
しながら暮ちしている。マツサ—ジ 

師を希望しながらも、外出が思うに 

まかせず、盲導犬の取得をと願って 

いた。京都市内にある関西盲導犬協 

会のご協力を得て、出口さんとイー 

ジー号の合宿ill練が九月末から四十 

日間行われ、ィージI号は出口さん 

の両眼の役目を立派に果たしてくれ 

るようになった。 
そして、当日、尼崎市長をはじめ、 

平井高雄デピュティ•ガバナI、瀬 

良之敏ゾーン•チXアマンのご来席 

を賜り、盲導犬育成委員長n中村正 

夫の贈呈の言葉のあと、司会者のナ 

レーションが流れるなかで、出口さ 

んの手にィージI号が贈られた。 

つめかけた会場のなかから「出口 

さん、頑張れよ！」の声とともに、 
あちこちですすり泣きする者。そし 

て、出口さんの顔も「ありがとう」 

の声を出すのが精いっぱいであった。 

会場の市民二千五百人余に、盲導 

犬育成の募金を呼びかけたところ、 

一円玉から百円玉、千円札も含めて 

十一万余円の募金が寄せられた。 

出口さんは別れるとき、「これか 

らはマッサージ師として自立できる 

よう一生懸命に努力します。強く、 

楽しく、明るく生きていくことが、 

ライオンズの皆さんに対する恩返し 

だと思って頑張ります」と言って、 

イージー号と家路につかれた。 

(不動産業.55歳) 

また、ゴルフ部会による 

「盲人に光を、障害者に愛 

の手を」と呼びかけたチヤ 

リティ— •ゴルフ大会を、 

二百四十名の参加を得て大 

盛況のぅちに実施したり、 
アクティビティ資金委員会 

による会員持ち寄りのチヤ 

リティ！バザ—ルの開催 

や、尼崎武庫ライオネス7■! 
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献血運動はすでに全国的なレベル は達していない。 

で、地域に定着したものとなったが、 一方では、献腎運動は医学的制約 

現況を作りあげる過程におけるライ の現状から考えると、実際の移植に 

オンズの役割は、非常に大きなもの 役立つことは稀で、画餅に過ぎない 

があった。そして、献眼運動がこれ のではないか、という意見もボツボ 

に続き、日本における全献眼数の各 ッ耳にする。特殊な場合以外、確か 

年度、各地域の分布は、ライオンズ にそうである。しかし、欧米ではこ 

クラブの実績とよく相関しているこ の問題はすでに解決され、アメリカ 

とは、この分野でも大きな柱となっ から輪入された"03腎"の移植が、 

ていることを物語るものといえよう。 日本のなかですら行われていること 

最近になり、私たちライオンズの は、ご承知の方も多いと思う。日米 

基調とする人類愛と冷静な知性に訴 のこのような差異がどうして生まれ 

える社会医学的な問題がいま一つ提 るのか、何故に献腎運動が必要なの 

起されてきた。これが慢性の腎臓病 か、このような問いに対してお答え 

抒患者に対する腎移植の推進——死後 しながら、移植専門医の立場から、 

^の腎提供=献腎運動である。 この方面の医学の世界的視野からみ 
g 幸いに、幾人かのリーダ—の方々 た日本の特殊性を紹介したい。 

ifiL/はこの必要性を先見され、一部の地 腎臓の働きが喪失し、生きてゆけ 

献区においてアクティビティのテーマ なくなったため、人工腎臓という器 
として取りあげられ、次第に輪を広 械に頼って生を保っている透析患者 

げつつあるが、まだ全国的な同意に は、昨年末で全国で五万を超え、日 

本は世界一の透析国となった。これ 

は、決して腎臓の病気が日本に多い 

ためではない。人工腎臓の普及度も 

あるが、何と言っても腎移植が著し 

く立ち遅れているためである。 る。 
透析患者の精神的、肉体的な苦痛、 図Iは、世界主要国における透析 

この医療を支える全国民の経済的負 患者と腎移植患者の比較であり、日 

担については、いまは割愛するが、 本の低率さが著明に示されている。 

一言で言えば患者は金を使って半病 腎移植は、元気な親、兄弟から腎 

人の生活をしているのである。これ 臓をもらぅ生体腎移植と、亡くなっ 

を全面解決できるのは、腎移植しか た方から腎の提供を受ける死体腎移 
ない。しかし、腎移植は治療を要す 植の二つの方法があるが、図2で見 

患者と、これにこたえる医師のほか ると、日本の腎移植の主流は生体腎 

に、もぅ一つ〃植える腎臓"が必要 移植であるのに比し、世界先進各国 

で、この数の少なさが日本の移植手 は死体腎移植である。欧米諸国に死 

術の最大の隘路となっているのであ 体腎移植の多いのはなぜか。答えは、 

私たちの立ち上がら 
ねばならぬ日 

古川俊隆 
(埼玉県.岩槻1) 
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退院1週後のご家族。右端K松代とその左•健一君 

一昨年、次男の健一が身体がだるいと 
言いだしたのは、高校三年生の暑い夏休 

みのころでした。田舎の医者に駆けつけ 

た結果は、「腎蔵の働きが低下している、 
このままだと時間の問題、あとは人工透 

析を待つばかり」と、ドクタ—から宣告 
された時は眼前が真っ暗になり、深い谷 

松代一昌 
(長1^.口加1) 

底に突き落とされた思いでした。 
それからの毎日は、家族そろっての闘/ 

病生活が始まり、毎食が減塩食の明け暮 
れでした。味噌汁も、魚の煮つけも、す 

ベて塩味がなく、水っぽいものばかりで 
す。でも、結果は腎機能が低下してきて、 

最終的に長崎大学医学部の泌尿器科助教 
授•進藤先生に診察してもらいました。 

結果は予期した通り、「人工透析の時 
期が来たょぅですね」と宣告されました。 

でも息子は、動揺しませんでした。「お 

父さん、透析さえすれば生命は長生きで 
きるんだょ」と言った時は、私も妻も涙 

をこらえることができませんでした。 
血液透析を始めてから一年四力月目に、 

長大の進藤先生からの電話、これが息 
子•健一にとって生命を救って頂いた朗 

報でした。ちようど叔父(諫早7*I元会 

長)が急逝したため、仏前にお参りして 
いた時間でした。これも叔父が救つてく 

れたのだと思います。 

日本の医療の先輩国が必要として取 

り上げた脳死認定が、医師サィドの 
独りよがりである、といぅ切り捨て 

方も当を得た方法論とも言い得ない 

のではないだろうか。 

現況では第一段階として献腎の登 

録を、第二段階として脳死の検討を、 

といぅのが順序であろぅ。献腎はも 

ちろん献眼ですら、〃脳死認定，の 

社会的コンセンサスが必要条件であ 

り、ここ二、三年のうちに一般化す 

る社会的問題と考えられ、ライオン 
ズクラブが避けて通れない道だと思 

われる。賢明なる各位の判断と合理 

八手己\ 

ょみがえった我が子の腎臓 

的な思慮を待つほかはないが、〃死， 

のかなたまで身体の一部が生き統け 

て行くといぅロマンをこめて、この 

テーマにライオンズクラブが何らか 

の関心を持って頂く日の近からんこ 

とを願つてやまない次第である。 

(330複合地区献眼推進委員長•医師.57歳) 

アメリカより貴重な腎臓を提供して頂 

き、私たち家族はどんなに喜んだことか、 

筆舌には表現できないくらいです。昭和 
五十九年二月二十日、斎藤教授のもとに 

進藤助教授、草場先生のトリオで手術が 
決定しました。移植手術は大成功でした。 

先生も看護婦さんも、「よかった、よか 
つた」と喜んでくださいました。 

オシッコが毎日増えて来て、頂いた腎 
臓が健一の身体を救ってくれたのです。 

家族の喜びようは表現できません。いま 
はすっかり元気を取り戻し、日常生活も 

普通です。退院の折は県知事も祝福して 
くださり、ただ感激でいつぱいでした。 

私たちの口加rfはチャータI •ナィト 
してから三年目ですが、近いうちにぜひ 

とも献眼、腎バンクに全員登録しようと、 

目下会員に呼びかけているところです。 

否、私たち家族は助けて頂いたご恩返し 
に一日も早く登録する所存です。 

移植に携われた長崎大学医学部の諸先 
生方ならびに海を越えた生命の恩人に厚 

くお礼申しあげて、愛の灯が永遠に続く 
ことを信じてお礼の言葉と致します。 

(前会長.酒類販売業.55歳) 

脳死認定が社会的に容認されている 
からである。 

現在、日本の社会は心臓の鼓動の 

停止を"死"とみなしているが、こ 

の場合、献眼は死後数時間は可能で 
あるが、腎臓の場<5口は三十分くらい 

の猶予しかなく、したがって使用で 

きるチャンスは極めて低くなる。脳 

死はこの心臓死に先立って、明確に 
判断されるものであり、この時点で 

"死"と判定できれば、この方の目 
はもちろん、腎も十分生かされるわ 

けで、これが諸外国の状況であり、 

すべては脳死認定の可否にかかって 

いることがお分かり頂けたと思う。 

厚生大臣の諮問機関として〃生命 

の倫理懇談会，が、厚生省に〃脳死 
の検討委員会，がそれぞれ発足し、 

行政面での対応も動きが見ぇて来た。 
そして、ラィオンズを通じて献腎登 

録をされた方の脳死腎の提供が、 

『朝日新聞』五十九年九月十二日付 

に報じられた。もう私たちの立ち上 

がらねばならぬ日も、遠くはない。 

法的な問題もあり、社会学者、宗 

教学者の方々の反論もまだまだある 
だろう。私たちは、どの方向付けが 

正しいとはいまは言えない。しかし、 
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世界のテナー歌手、プラシド•ドミンゴ。 
オペラと旅とロレックス0 

どんな分野でも、およそ半世紀ごとに、 

名実ともに傑出した力をもつ人物が 

あらわれるようで1;オペラの世界で 

は、プラシド•ドミンゴがその人でしよ 

う。彼の名声と美声は、オペラ劇場 

に出かけたことのない人々の間でも 

有名でt■。そU：、彼のテナーに魅 

せられ、徹夜の行列をしてまで劇場 

に足を運ぶ人々にとっては、彼はまさ 

に伝説的な存在ですらあります> そ 

の伝説はハンブルグ:パリ、ミラノ、 

ニューヨークなど一流のオペラ劇場 

のある世界の都市に広まっていま 

1*。「私は、月に5回力*6回しか公演： 

できません。私がなによりも注意して 

いるのは、歌いすぎないようにすること 

で1■。常に最高の状態で公演にのぞむこ 

とが、わざわざ劇場に出向c、てくださる方々 

への義務だと思いますjと、彼は語っていま 

1•。しかし、プラシド•ドミンゴは、単に世界 

一のテナー歌手というだけではありません。 

むしろ、美しい声をもった完璧な音楽家 

だといえま1；彼は、ピアノの腕も•流で 

リハーサルの時、自らピアノを弾き、音と歌 

詞によってかもし出される情感を的確に 

とらえることができます。また、彼には指揮 

者としての経験もありま1；つまりそれは、驮 

手とU：の立場だけではなく、より大きな視 

点で公演全体を兒通す力が磨かれてい 

ることを意味します。それを彼自身、次のよ 

うに語っています》「音楽でもドラマ 

でも、自分のパートを理解するため 

には、全体を理解しなければなりま 

せん。幸い、私には全体の構成を把 

握する力が養われていると自負しC 

いますJ彼は、時計を選択するとき(こ 

も、その深い理解力を発揮しました。 

彼が選び、愛用しているのは18金製 

のロレツクスオイスターGMTマス 

ター。「この時計は、私にぴったりで 1； 

二つの離れた国や都市の時間を 

同時に知らせてくれますから、公演 

旅行の多い私には手離せないものと 

なっています。私がこの時計をもつよ 

うになって、世界各地のオペラ関係 

者も喜んでいるようです。というのも、 

彼らが眠っている時刻に電話をかけるとい 

う失敗がなくなりましたから。それに、この 

時計は私と違って休む必要がありません。 

いつも正確な時を刻むロレックスは、私の 

必需品ですjと、彼は語っていま1；完璧な 

音楽家にふさわしい時計は、やはりロレッ 

クスオイスターをおいて他にはありません。 

アフターサービスも.□レックスの大きな矜りです全国7力所の、本社ならびに営業所にご相炫くた•さい日本ロレックス株式会社本社TIOO東京都千代田区九の内卜6-4交通公社ビルTEL(03)2I6-567I 

大阪(06)267-4790名古屋（052)581-4747福岡（092)741-1887広島（082)262-7639 4l«?(OI I )241-0852仙台(0222)64-2020 



撮影/藤谷伊一郎 

私の 
博物館 

坂元正一 
(佐賀県•唐津レインボーP) 

2^ 

夫唱婦随で愛鱗二十年 

二十年ほど前、家族で博多に行ったときに 
縁日で金魚を買ったのが、5?坂元正|が鯉を 

始めるそもそものきっかけである。自分で庭 
に池を作って飼いはじめてから、日本で生ま 

れた芸術品ともいえるその魅力にとりつかれ 
るとともに、医師として生命をあずかる職業 

柄、鯉を見ては心なごませるのが日課に。 
今では佐賀県、おょび九州地区の役員を兼 

ねるとともに、全日本愛鱗会の公認審査員と 

して、全国で開かれる品評会に_当で出か 
けていく。ヨシ子夫人が傍らで、これまでに 

行った金沢や鳴門、京都、そして一昨日の別 
府の模様に相づちをぅたれている。市内•妙 

見町で開業している；；X坂元は今1、唐津レ 
ィンポーrの会長、夫人は唐津ラィオネスr 

会長を務めているが、ご子息が独立されてか 

らは、夫唱婦随で始まった愛鱗が共通の趣味 
•ぺットになり、いまや看護婦さんたちも巻 

き込んでしまったょぅだ。 



^1 

''泳ぐ（生ける）宝石〃 ''国魚〃ともいわれている錦鯉は、 
そもそもは新潟県小千谷市近郊で文化•文政（1804〜1829) 

のころ、食用として飼育されていた鲣に、突然変異によっ 
て色変わりしたものが現れ、それに改良に改良を重ねて現 
在のようになった。 
したがって時代、時代によって、あるいは流行や好みに 

よって多様な品種が作られていったが、ナょ'かでも#白（白 
地に赤の斑紋を染めぬいた娌）、大正三色（白地に緋紋と墨 
を染めぬいたもので、各鳍に黒い縞模様が美しく入ってい 
る）、昭和三色（黒地に棑盤が走り、わずかに白地ののぞい 
た鲣）がご三家といわれている。 
この外に、白写り（黑地に白の山橫様の入った娌）、べっ 

甲（背部で黒の斑紋が左右対称に入るもの）、浅黄系（鱗の 
一枚一枚に白ボケした覆輪がついていて、背部全体が群青 
または水色の網目状をしている）、黄金系（全身黄金一色） 
等、専門的に大きく13分類に、さらに細かく分類されてい 
るという。 
「あっ、あれが」と指差されても、悠々と回遊しているの 
で、「どれ、どれ」と言っているうちに混ざって、見失って 
しまう。やはり、ウインドー•ショッピングならぬ、上か 
ら眺めて品定めをするのが、一番よろしいようで……。 



ライオンズ係 
事業主体•充主建設大臣免許(5)第710号 

日誠総業株式ミ 
〒160東京都新宿区西新宿1-21-1明宝ビル 

温泉 
〇 

ますます好評——ただ今、建築戸数1，260戸 

コンレフ場F •テニスコ^—卜* 

•病院つきのぜい沢な町 
イメージはロスの高級住宅地 ロスにない德第I:山•駿M濟、そして温奴。 

どうじCこれほど多くの人々の 
共感を得られるのでしょうか。 

住民へのインタビューによりますと- 

第1に、薬用温泉で有名な温泉があり、しか 

も数地内に病院もあること。 

第2に、ホテル.ゲストハウス.ショッピングセ 

ンター•公阑があり、しかもアメリカのな級住 

宅地なみの管理体制が敷かれていること。 

第3に、これからのライフスタイルを芩慮して、 

ゴルフ場•テニスコート•プールがつくられて 

いること0 

以上の3点をくわが町〉ならではの特色とし 

てあげて、その素晴らしさを強調しています。 

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0 

この櫬会にぜひ一度ダイヤランドのご検肘 

をお勧めします。 

#1,030 
特選28区画をご用意しました。_ 

万円〜1,80〇万円(約330m2) 
価格は国土利用計画法に基づく事前確認済みです。 

■所在地/静岡県田方郡函南町平井地区 
■交通/熱海から車で20分(バスの便もあります） 
■ ローン/ご希望の方には便利な口ーンもご用意 

じCおります0 

■寧業主体•管理/三菱商事（株）•（株)パスコ• 

日誠総業(株） 

お住まいになっている方々の声や様子を資料 
とじrご用意じcおりますので、お気経にご謂 
求ください。 

町の様子をi羊しくご紹介した最新のビデオもあ 
ります。ご希望の場合は、お持ちのVTRの檄ネ重 

(VHS•ベータマックス）を合せてお知らせください。 砂 

むかし湘南いま南箱根 ちよつとすすんだ人々の住む町 

6 
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S 

STI60 
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せS 

合)ZVI 
問申 

おお 

今年二そ、二の町(-移り住み/:い. 

すで{:各界の\流人、wvioo名の 
方々が土地を購入されています。_ 

一二菱商事㈱が「町づくり」に参._したことでもょ 

く知られている〈わが町〉は、すでに「いつかはこの 

WJi:移り住む」目的でh地をIts人した方が：-' 

五〇〇名を超えています。 

ハ母年一〇〇棟以上の家が新築され、その建築数 

の伸びがU本；ともいわれるダィヤランド。「冬」 

暖かく「夏」涼しい〈わが町〉の様-Y-を兄(:ぜひ 

一度お出かけください。 

•お間合せ•お申込みは<106>で全国どちらからでも、コレクトコール（ダイヤル106)でおかけ下さい。通話料金は、当社負担になります0 



経団連構想による民間通信衛星の導入 

が、新聞、誌面をにぎわしている。これ 

まで日本の宇宙開発は、アメリカからの 

技術導入を上手に利用して日本独自の宇 

宙開発を進めてきた。 

日本の宇宙開発の指針を示す宇宙開発 

委員会も、国内で需要のある人工衛星、 

それを打ち上げるロケットを、自主技術 

によって開発することを決めている。 

いわゆるニュー•メディア戦争がこの 

方針を揺るがし始めたのは、昨年の日米 

貿易協議の場でアメリカ側から通信衛星 

の購入を強く迫られた時からである。結 

局、日本側が、日本政府の宇宙開発計画 

推進にとってほとんど実WIがないものと 

して、民間における通信衛星の外国から 

の購入の道を明確にして納まったもので 

ある。これに勢いを得て、民間で独自の 

通信衛星を持つ計画が打ち上げられたが、 

経団連衛星もその一つである。 

宇宙はもともと足が地につかない場所 

なので当然だと笑ぅ人もいるが、経団連 

衛星にしても、実現までにまだまだ大変 

な道のりがある。何といっても資金の調 

達がいちばん大変であり、衛星の利用者 

の確保等難題もひかえている。 

それでも、この計画はかなりの人たち 

によって実現が信じられ、期待されてい 

る。これは今日という時が、まさ•に情報 

の戦国時代であり、戦争を勝ち抜いて生 

き残るためにはあらゆる武器が求められ 

ているからだと思われる。 

通信衛星に限らず、地上では光ヶーブ 

ルを中心としたINS、キャプテン、あ 

るいはVANと数えあげてもきりがない 

ほどである。 

確かに情報を制するものが世界を制す 

るといつても過言でないような情勢であ 

る。多くの人々が血眼になってニュ！ 

メディアを追いかけ回しているのも、無 

理のないことである。 
ところで、これほど重要な『情報』と 

いう言葉が実は日常の足元の仕事の上で、 

ほんとうに十分理解され利用されている 

だろうかというと、なかなかそうだとい 

えない面がある。 • 

これはある会社の社長さんの話である。 

ある日の重役会議の机の上にほうれん 

草が山と積まれていた。列席の重役さん 

たちは何だろうと首をひねつていたとこ 

ろに、その社長さんが現れて開口一番、 

「我が社は、.ほう•れん•そうが足りな 

い、もっとほう•れん•そうが必要だ」 

と話し出した。もちろん重役さんたち 

何のことか分からない。一同を眺め回し 

たあと、社長さんは言葉を統けた。 

「我が社の業績は決して悪いとはいえな 
い。しかし、ここのところ伸び悩んでい 

る。新しい企画や即決を必要とする機動 

性のある事業が少ない。その原因はどう 

7P『ほう•れん•そう』が足りないための 

ように思われる。『ほう•れん•そう』の 

『ほう』は『報告』の『ほう』。また、『れん』 

は『連絡』、『そう』は『相談』のこと。 
つまり、我が社において『報告』『連絡』 

『相談』が不十分である」。 

面白い言葉である。科学万博—つくば 

*85を推進している万博協会は、全員休日 

返上で頑張っているが、一つには臨時の 

寄り合い所帯であり、一つにはその業務 

の性格上、皆が一匹ォォヵミになって職 

務に没入してしまうため、まさに「ほ 

う•れん•そう」がなくなつてしまいが 

ちである。時々、その影響が現れて、そ 

のしりぬぐいが大変になる。忙しさが増 

幅してしまうことになる。 

この悲哀はデシジョン•メーキング 

(意思決定)の立場に立った人は、ほと 

んど味わつているのではあるまいか。 

.高度技術の最先端を行くニュ1メデ 

ィアの導入はもちろん大事なことである。 

社会全体はこの波にもまれ、うまく波乗 

りのできない者は波にのまれてしまうか 

も知れない。波乗りに成功した者だけが 

時代を乗り越えて、二十一世紀に笑うこ 

とができるかも知れない。 

しかし、その波乗りの下で、自らの足 

元の「ほう•れん•そう」を失えば、ポ 

パィと同様すつかり力が失われてしまう 

に違いない。 
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V 政府館総館長 福島八ム夫町一 
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はたしゅんさい 
1944年4月26日生ま 

れ。67年中央大学卒。 
75年7月、富山県•高岡 
P入会。昨年度のテー 
ル•ツイスターに統い 

て、今年度クラブ会計 
を務める。 

私の出会った人^ A\\\\ .\Wi\ VV -VVVVX VVVVV WVVV V 

泥 沼の中力ら 

畠 春斎 

まだまだ若輩でありますが、過去を振 
り返つてみますと、実に多くのょき師、 

先輩、友人、親類、家族、また、見知ら 
ぬ人たちにまでも助けられており、ほん 

とうに有り難いことと深く感謝しており 
ます 

私は次男で、本来は兄が家業の茶の湯 
签作りを継ぐ予定でしたが、兄はどうし 

ても他の道へ進みたいというので、学業 
を終えた私が、父の命にょり、急遽兄 

の代理として家業に従事、修業させられ 

ました。修業といつても、まだ若かつた 

ものですから、自分でも好き勝手な仕事 
をして暢気に過ごしておりました。父は 

何も言わずに見守ってくれました。 

そのうち、地方、中央の美術展等に出 

品しても、割り合い順調に入選入賞を重 

ねて、親の気持ちも知らず一人前の作家 
気取りでおりました。 

が、昭和五十六年春、突然父•春斎が 
亡くなり、その瞬間から全責任が私の肩 

にのしかかってきました。 

先代の作品はないか 

あんなことも聞いておけばよかった、 

こんなことも聞いておけばよかったと後 
悔しましたが、後の祭りです。工房には 

わずかですがスタッフもおり、またその 
家族もあり、皆の動揺は痛いほどよく分 

かりました。折からの不景気と、その時 

になって初めて気付いたのですが、私は 
実際の商売の仕方も分からず、自分でも 

何をどぅすればいいのかと、悶々と途方 
に暮れた日が続きました。 

「先代の作品はないか」と言われる方は 
ありますが、当然作品はなく、私の作品 

への注文は皆無に等しく、自分の無力ぶ 
りをよく知らされました。経済的にもつ 

らく、何かしら泥沼の中へ引きずり込ま 

れていくよぅな、暗い日々を送っていま 
した。 

四十九日も過ぎ、とにかく遠方から葬 

儀にお参り頂いた方々へお礼のご挨拶に 
お伺いしました。その中のお一人に名古 

屋の総合茶器花器卸業、和敬堂社長、落 
合幸太郎さんがおいでになりました。先 

代とは馴染み深かったのでしょうが、私 
とは初対面同様。三十年ほど前、隣家が 

火災で私どもも類焼し、その混乱で売上 

帳を紛失してしまい、そのことを落合さ 
んにお話ししたら、遠方からわざわざ翌 

朝一番汽車で売り上げ代金をご持參くだ 
され、非常に感激したとの話を、父から 

よく聞かされていたことくらいです。 

石橋をたたいて渡る 

早朝、名古屋の繁華街•栄町にある大 

きな鉄筋建ての立派なお店へ、恐る恐る 
入って行きますと、一見小使いさんふう 

のあまり立派でない、作業衣に前掛けを 

した初老の方が、掃除に精を出していま 

した。 
「ご免ください」 

と、声を掛けると、ジロリと見据える 

ように後ろを振り向かれました。その方 

が社長の落合さんでしたので、びっくり 
しました。今から考えますと、私の心も 

乱れて、それが表情にも出ていたのでし 
ょう、それを察知されたのではないかと 

思います。 

「よく来てくださった。お母さんはお元 
気ですか」 
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席 
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などと歓迎してくだされ、奥座敷へ通 
されました。初めのぅちは雑談していた 

のですが、私の心を知ってか知らでか、 

自分の人生観、過去の出来事、先代との 
思い出、自分の商売の仕方など、淡々と、 

時には熱っぽく語ってくださいました。 
「あなたのお父さんこそ本当のよい意味 

での商人でした。ちっとも悩むことはあ 
りませんよ。お父さんが生前していたこ 

と、言われたことを思い出して、それを 

実行して行きなさい。そうすれば必ず道 

は開けて来ますよ」 

と言われ、 

「裸から先代社長と力を合わせ、ようや 

く一人前の店を造りあげましたが、戦災 
でまた丸裸になり、再度商売を始め、非 

常に不安な気持ちでしたが、『信用』が 
残っており、仕入れる時でも『和敬堂さ 

ん、お金はいつでもいいから』と快く言 
ってくれて、それはうれしかったです 

上」 

などと、信用と人間性を中心に語られ、 

「商売の原則は、食堂ならばどこの店に 
も負けない味にすること、価格はなるベ 

く安くすることが商売繁盛につながり、 

売れるからといって、いたずらに手を広 
げ過ぎず、石橋をたたいて用心深く渡っ 

て来ただけですよ」 

と、謙遜深く売買の厳しさをご教示く 
ださいました。お話の一つ一つが興味深 

く、未熟な私にとりまして初めて聞くお 
話ばかりで、有り難く深い感銘を受け、 

父の偉大さも知らされました。お店を出 
た時はもう夜になっており、随分長くお 

邪魔したものと、今ごろ赤面しておりま 

す。 

真剣な全力投球 

その後、迷いもふつ切れ、家業に全力 

投球、各方面の皆様方の温かい物心両面 
にわたるご指導とご支援の結果、現在で 

は二代目春斎釜の愛好者も多く、一昨年 

は広島県•福山松、氷rlから、たぶん、日 

本一の大きさだろうと思われるジャンボ 
茶の湯釜の制作依頼を受け、昨春、納め 

させて頂きました。四月二十二日のチャ 

リティー茶会に使用、大変な盛況であつ 
たなど、うれしい悲鳴をあげております。 

新聞、テレビ等で報道されている昨今 

の世相を思う時、落合さんのご教示、ご 

援助に感謝しております。 
作家が作品を作る心と、商人が商売を 

する心は、誠にどこか共通するところが 
あり、それは「真剣な全力投球」であり、 

これは全ての道に通じると思われます。 
生前、父が、 

「真の茶の湯釜とは、技術でなく、形、 
色、模様等を超えた作者自身の風格が、 

作品の風格として自然に表れてVるもの 
である。だから人格をみがき、教養を養 

うことが、最も大切なのだ」 
と、よく言つていましたが、その真の 

意味がようやく分かつたような気がしま 
す。 

この道は、進めば進むほど難しくなる 
と思われます。識者の皆様方のご意見に 

謙虚に耳を傾け、制作に専念したいと思 
つております。まだまだ未熟でございま 

すので、何とぞ向後一層のご指導ご鞭撻 

を賜りますようお願い申しあげます。 

,|<人《<<人<<<<人<<<<人<<<<蠢！<!<<自<人<<<<人<<^^^ 
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本年3年、愛媛県伊予郡松崎町に生まれる。昭和9年、 
弓削商船学校を卒業し、南满州鉄道に入り、昭和23年、 
抑留されていたシベリアより帰国。昭和25年、松山市に 
映画館をオープンし、事業家としての第一歩を踏み出す。 
来岛船渠、オリエンタルホテル、東邦相互銀行、佐世保 
重工、閒西汽船等を再建させ、現在、造船、銀行、ホテ 
ル、レストラン等の異業種180社.従業員2万人、年間売 
り上げ7千億円の来島グループの総帥。現代でもっとも 
注目されている経営者。 

誠意には信頼、 
信頼には誠意で 

経営の基本とそのノウハウはここに 

I九八四年十二c 
ホテル•カメリ 

攀I 



30年にわたり、クラブHI品の製造•販克をMじて、““心を贈る”ことのぉ1^ 

、をしてまいりました。 

クラブm品のご相談、カタログのご站求はド,kiにて承っております。 

ライオンズ紋章付用品公認供給業者 

京都/亍606京都市左京区熊野神社東京都/ヽンデクラフトセンター 
本社10(075)76卜0141営業時間9:30~ 18:00 (12月〜2月は17:30) 

„ _ .二: 日•祝日は営業（12月31日、I月3日は休業）.. 

質素で率先垂範すること 

喜多今日は"再建王，といわれ 

ております坪内社長の人生哲学、経 

営哲学について、『ラィオン誌』読 

者にお聞かせ願いたいと思いまして 

伺いました。私、坪内社長のご本は 

ほとんど全部、読まさせて頂きまし 

たが、その中にスタ—リンに学んだ、 

という個所がありました。これは、 

どんなことでしょうか。 

坪内シベリアに抑留されている 

時、私は共産主義者は国賊だと教え 

られていたのに、レンガ職人や線路 

工夫の労働者が、「スタ1リンは偉 

い」と言っているので、なぜなのか 

聞いてみたことがあるんですょ。 

マルクス=レーニン主義の難しい 

理論を口にするのかと思っていたと 

ころ、「スタ丨リ 

ンは決して人民を 

搾取しない。しか 

も質素な生活をし 

て、贅沢をしない0 

だから尊敬できる 

んだ」という答え 

が返ってきた。 

帰って来て事業 

を始めるに当たっ 

ても、社員、工員 

がどういう社長を 

望んでいるか、や 

は,9-スタIリンの 

ことが頭にありま 

すから、聞いてみ 

ると、質素で率先 

華範することなん 

ですね。ですから、もう三十年、私 

は配当も給料ももらったことがない。 

奉仕で事業を続けている。 

造船所にホテルや映画など、いろ 

いろ事業をやっているものですから、 

よほど道楽が多いと世間は見ている 

わけです。ですから、なおさら質素 

に真面目にやらなきゃいけない。 

私はね、かねがね日本の税制はい 

かんと思っているんですよ。私は個 

人企業ですから、税率が九二打で八 

IVしか手元に残らない。体をはって 

企業を経営して、八分しかない。こ 

れでは共産主義よりひどいんじゃな 

いですかね。日本の税率がいかに高 

いかですよ。 

事業家というのは、一生懸命に働 

いて利益を出し、税を納めている。 

税を納めていることが、大きなプラ 

スになっているんです。ところが、 

このことはよう考えないで、どこそ 

この社会事業に幾ら寄付したかで世 

間は評価しがちですよ。本来は、税 

金をなんぼ払うているかで評価され 

なければいけない。 

税金を納めることが、国家、社会 

にいかに貢献しているかという考え 

を普及させなければいけない。 
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喜多そうですね。ご指摘されて 

はじめて私も認識を深めました。 

坪内事業家が金もうけすること 

を、罪悪だと考えることが大きな間 

違いですよ。九二IVも税金とられる 

んですから。私は夫婦で思いきって 

金を使うてみたことがある。贅沢を 

思いきってやってみても、一年続か 

んですよ、もう飽いてしもうて., 

喜多飲み食い、着るもの、すべ 

てにですか。 

坪内そう、着物、女房の指輪に 

と、すべてに贅沢をしても、食べ物 

は例えば海老でも鲷の刺身でも、毎 

日食べていると二力月で見るのもい 

やになって、昔、食べた"芋の煮っ 

ころがし*などがよくなって来る。 

昭和二十五、六年ごろ、ダィヤモ 

ンドは一?Iで五万円くらい、銘仙の 

着物が一反一万円、私の洋服も一万 

円で仕立ててもらえた。なんぼ使ぅ 
ても月に五十万円使えなかった。 

これだけ贅沢して五十万円使いき 

らんことが分かると、金はなんぼあ 

つてもいいという考え方から、金を. 

持っていても使えん金はいらん、と。 

私はそれから人生観が変わりました 

本当の社会への奉仕とは 

喜多映画館をされていたころで 
一 ^ 〇 
j力 

坪内ええ。贅沢を卒業したこと 

で、金離れがよくなった。金を残そ 
うということがなくなって、世の中 

のためになるように使おう。事業家 

ですから、事業のために使う。困っ 

ている事業を助ける。会社がつぶれ 

てしまったら従業員は失職してしま 
うでしょう。そうでなくて、会社が 

再建されるなら、またそこに雇用も 

出てくる。家族ぐるみ幸せになれる。 

喜多それは、国家、社会への奉 

仕につながることですからね。 

坪内私は個人財産をできるだけ 

有効に使おうということで、先日、 

佐世保でどんな態度で社員の奥さん 

が主人を毎朝送り出しているか、調 

査してみたところ、三分の一は閨の 

中なんですね。会社でも、ましてや 

家庭では大事なご主人なんやから、 

奥さんが笑顔で送り出してほしいと 

手紙を出して、奥さんに十万円ほど 

送つたんですよ。そしたら、皆さん 

が笑顔で送り出してくれるようにな 

ったということで、喜んでいる。 

一人十万円でも、二万人ですと二 
十億円いるもんですからね。 

喜多しかし、大したものですね。 

坪内五年に一遍くらい、そうし 

たことをやらせて頂いています。 

喜多坪内社長の言われる少数精 

銳主義は、例えば十人の人数の中か 

ら少数の精鋭を選ぶ、ということで 
しょラか0 

坪内十人のうち、五人に減らし 

て少数にしたら精鋭になるんです。 

私の体験では、生きがい、やりがい 

を感じたら、皆、精鋭になる。佐世 

保重工には二百三十課、四百六十人 

の管理職がおりましたが、今ではへ 

課、三十七人です。実際それだけ贅 

肉が付いておって、少数にしてもで 
きるんです。とくに管理職は少なけ 

れば少ないほどょい。管理職がろく 

な仕事も与えられないで、窓際でぼ 
んやりしていたんでは、それこそ社 

内全体に悪い影響を及ぼす。放漫経 

営が、会社をつぶしてしまうんです。 

私どもの来島どっく大西工場では、 

松山刑務所の受刑者が働いている。 

工場内に私がりっぱな寮を作りまし 

てね、四人相部屋で鍵をかけない、 
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ステレオ 
mi 
[胸像[立像fレリーフ 
其の他彫刻作品の制作 

洗足商事株式会社 
亍145東京都大田区上池台2-27-8 

「I ;■し*+影伊邱1 TEL 729 — 06叫/ jXxUsT 彫保 728-2904 

飯はお櫃で腹いっぱい食わせ、風呂 
も毎日入れる、テレビも各部屋にお 

いて、仕事を従業員が一人ずつ付い 

て教えている。犯罪を犯す者は、仕 
事を食わず嫌いしているんですよ。 

仕事がおもしろくなれば、それに熱 
中するし、生きがいも感じるよぅに 

なるんですね。 

喜多何人くらい働いているので 
J 、〇 

坪内七、八十人おります。私は 

二十二年前から、こんなこともやつ 

ているんですよ。本当は明治初年に 

作られた監獄法を、抜本的に改正し 

なくてはいけない。罪の償いをさせ 

るという考え方で、刑務所の設備や 

規則は作られている。ところが、私 

は仕事の喜びを教えようとしている。 

その点、船は対象が大きいだけに、 

うってつけなんですね。クレーンの 

扱い方、電気やガスの溶接、危険物 

取り扱いの技術を身につけ、国家試 

験にもどんどん合格している。 

喜多全国的に例のないことでし 
ょうね。 

坪内世界にも例がないことです。 

最初は住民ばかりでなく、警察も反 
対でした。塀があっても危いのに、 

塀もない、鍵もないでは困る、と。 
しかし、「あなたの子どもなら、ど 

うしますか」と説得した。話せば分 

かってもらえるんですよ。 

社会奉仕をされているライオンズ 

や口 —タリ—の方は、こういうこと 

にあまり関心がないようですな。私 

は従業員に、「君らがやつているこ 

とが、本当の社会への奉仕なんだ」 

と話すんです。すると、「奉仕団体 
ではどぅして、やらんのですか」と 

言ぅ。「それは、私は知らん。が、 

だれもやらないことを君らはやって 

いるのだから、君らは世界一のラィ 
オンズ、ロータリアンだ。大いに誇 

りにせよ」と、私、励ますんですわ。 

まず、夫婦仲よくすること 

喜多来島グル—プ百八十社の才 

—ナーとして、一社一分ずつ報告を 

聞いても百八十分、三時間かかるこ 

とになりますが、全体を把握してい 

くコツは、どんなことでしようか。 

坪内私は従業員を全面的に信用 

し、信頼している。決裁は全部、目 

を通します。そして、従業員の望む 

経営者になろうとしている。 

喜多巷には得てして金をもうけ 

ると、新車のベンツを乗り回し、妾 
を囲って、それが男の甲斐性のよう 

に思っている人もおりますが.。 

坪内そんなことをしても、だれ 

も喜はんですよ。夫婦仲よくする、 
これが一番です。事業家は事業のた 

めに金を使うべきで、見栄で金を使 

うことには、従業員が厳しい目で見 
ておりますよ。もし私が従業員を締 

めつけて、自分だけ豪邸に住み、よ 

そに妾を囲って、社長専用車を乗り 

回し、能力もない血縁を役員にして 

いたら、恐らく従業員は私を信用し 

ないだろうし、見放すだろう。 
そこは、私ら経営者が慎まなくて 
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はいけない。自分ができもしないこ 

とを他人に要求するのは、傲慢のほ 

か何ものでもないですよ。 

信用してもらぅには、誠意を態度 

で表すしかない。 

経営は社会に役立つこと 

喜多私も佐世保の人間ですから、 

先般来の佐世保重工のことは、よく 
存じておりますが.〇 

坪内二百十三億円の累積赤字を 

四年で解消させたが、労働組合の介 

入妨¢¢1がなかったなら、三年かから 
ず再建できたはずです。そもそも労 

働組合が会社を指導することは間違 
いで、社長が指導しなくてはいけな 

い。労働組合は社員の幸せのために、 

社長が間違ったら指摘することは当 

然ですが、組合が社長の上を行った 

んでは論外ですよ。 
喜多会社がダウンしてしまえば、 

元も子もなくなってしまぅんですか 

らね。 

坪内そうなったら、全員解雇で 

すから。会社がよくなれば賞与も増 

やすことができるし、あるいは内部 

留保して、不況に直面しても揺るが 

ない体質に強化させることができる。 

私の会社では、だれも役員の専用 

車も持っていないし、皆、質素を旨 

としている。来島どっくの本社は、 

昭和二年に建てられた小学校の木造 
校舎の払いさげであるし、役員室、 

社長室もない。クーラーはおろか、 

扇風機もお客さん用にしかない。そ 

れでいいんです。 

私が佐世保重工をお引き受けした 

のも、倒産の悲哀だけは味わわせた 

くなかったからで、そのためには親 

会社になる来島どっくと同じ条件で 

働いてほしいと言って、やって来た。 

喜多人間、一度賛沢の味を覚え 

ると、なかなか抜けない。社長のよ 

ぅに卒業してしまえばよいのですが。 

坪内私は捕虜になって最低の生 

活も知っているし、贅沢にも飽いた。 

ただ、奉仕で会社経営していると 

いぅ常識を破ったやり方のために、 
マスコミから相当たたかれ、憎まれ 

たのかも知れんですな。 

喜多上杉鹰山の本も読ませて頂 

きましたが、坪内経営哲学の基本は 

そこにあるわけですね。 
坪内そうです。グル—プの管理 

職全員に、あの本は読むように勧め 

たんですが、江戸中期の米沢藩主で 

あった上杉鹰山は、日向•高鍋藩か 

らはるばる養子に行って、苦労して 

上杉家を建て直した。あの当時、財 

政改革、殖産興業、新田開発、備荒 

貯蓄、倹約奨励などの改革をやった 

んですからね。 

喜多まつたく感銘させられまし 

た。経営者であるライオンズの方々 

にも、ぜひ一読してほしい本ですね。 

坪内私が知らず知らずにやって 

ホスト独白 
喜多 保 

世界の三菱を追い越し、鋼材使用量日 

本一を誇る来島グループの総帥•坪内社 

長の馨咳に接することができ、かねて念 

願であっただけに何ょりもぅれしかった。 

啤ではライオンズやロ ータリーが嫌い 

で、とても『ライオン誌』のインタビュ 

—には応じて頂けないだろぅと思ってい 

た。お会いして、その噂が根本的に間違 

っていることが分かった。坪内社長は 

喧々嚣々たる悪口、容赦なき批判にも、 

決して弁明せず、じつと耐えておられる0 

弁明しないので世間はその悪口、批判が 

もつともだと思う。しかし、それは時と 

来たことが、上杉鹰山と同じことに 

なっとったといぅわけだ。 

私は経営とは、社会にいかに役立 

つかを考えることだと思っている。 

利益だけを上げればょいといぅ事業 
は、決して長続きしないし、事業は 

大衆に信頼されなければならない。 

喜多ご経験を通した貴重なお話 
を承りまして、私自身、大変勉強さ 

せられました。今日はどうもありが 

とうございました。 

真実が解決するものであると断言された。 

その形は違っても、私財を投じて数々 

の奉仕に邁進しておられる姿は他の追随 

を許さないところである。受刑者を多数 

雇用し、社会復帰に貢献しておられるこ 

となど、その最たるものである。. 

我々は坪内哲学に学び、経営者として 

もラィオンズとしても、曲がり角にある 

奉仕の原点を探求すべきであろぅ。 
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いら事笊ととべ 本：!、 
えくがに外外卜寒悪は激 
まる——ののし暖い体な 
す病番定冷熱たの環を温 
一°気ドの気気外変境お度 
壬で> 、のの気化でか変 
±倘ぞさ温温がすし化 
番む“わ度度激°くで 
專方系や差差しし舉 

°ヨI本 
1口でこ 
ロッはの 
ッパ不よ 
パの可う 
の歴能に 
人史°薄 
々ときい 
の伝びま 
智統しま 

ん〇そ 

フランス製•健康敷布団•ウールマトラー 

ランニング10.300円ノ 

t- 袖12.000円^; 

长 袖14.700円 
dング^ンツ18,300円 

ノースリーブ•レース付 

_9.500円 
T-袖レース付11.200円 

ii 袖13.300円 
ロングハ"ンツ12.900円 
ショートパンツ9.000円 

フランス直輪入品 

ビレーネ山脈の健康保温シューズ 
フランスとスヘインの|r.|境にあるビレネー 
山脈のふもとは、办級ウールの卞帝地とし 
て、ヨーロッパの1*1族の力•々の温泉保费地 
としてむ名/180年前、ri•族のガ々の故少 
川シューズとして、地足のIX帥ドクター. 
ジバにより乎案され、足、令冰をウールので 
で歧かく包むようにI:火されています。 
寒冷地の溢供地から/1:まれた、保诅乃と•火: 
⑴性のある、このシューズは、180年叫に 
わたり、ヨーロッパのん•々に愛⑴されてい 
ます。 6,800円（•足） 
①iTiいブラウン②ぬい海のブルーの2神妞。 

ドクタージポーの▽ークは、 

魔 

サポーター 

サポーター 

インターナシ3ナルフランKマーク 

施 IBAIID 
血統証付•純粋メ1 J ノ種100%使用 

)イギリス•高級紳士服の布地 
(多く出Nっている維神のメリノ神 

ではなく、純血メリノWを使川。 
增栌が人'な沿少WW:のF t： 
としてIH:界的に釘名です/ 

羊毛の王様 

擧ヨ—ロツバ•アメリカ等の国々ては、 
他の動物の保温肌蘅をさしおいて、高級 

健康保温肌着の超I流ブランド(ドクタ 
丨•ジボI)として有名。愛用され始め 

て半世紀/.今日でも愛用され続けてい 
ます。いかに優れているか何よリの証明 

千代田区永 
G 田 ©CsJ の17の3 

10提フラッツ 
一丁 i日本ガルペラ 

ド〆 _"u 
LSIライKン» 

所号㊣ 
名ス住番名 
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日本クロレラ療法研究会 
本部/〒600京都市下京区堀川通花屋町上ル第1サン•クロレラビル6階電話(075)361-2316 

北海道0(011)711 —3970 新潟0(0252)43—0563 静岡0(0542)8〗一3255 四国0(0878) 21 —3554 九州0(092)741—3960 
1111 路3(0154)52—1213 東京》(03)862-3960 豊橋0(0532)63—1261 松山0(0899)25—0313 鹿児島a(0992)57— 1223 
室蘭0(0143)43— 3855 千葉a(0472)55—.1523 大阪》(06)763—0523 下閲a(0832)31-9950 
函館0(0138)23— 3565 埼玉0(0486)51—8003 和歌山tt(0734)36—0593 大分》(0975)44 —3789 
青森《(0〗77)74—2146 茨城S(0298)24—3301姫路a(0792)94—3960 名古屋a(052)261 —8111 
東北〇(0222)63 — 4466 横浜a (045)742-2801広島a(082)264-4012 北陸a(0762)23— 6231 

-ク□レラの胃の中での 
消化率比較試験表一 

消 

化f 

率 

— 
D数字は 

— 
1時間i 

— 
色の消化 

— 
率です 

(A) __ 

ノ -- 

/ (58.7) 

_-1 

\ ド」 '(28.6) 

「しB上 

レ (12.0) 

クロレラがある•/ 
健康がある/ 

あなたの輝く未来がある/ 

u I時間2 3 4 S 

(A) —♦■—細胞膜を破砕したクロレラ 
(B) ブランチング処理したクロレラ 
(C) —▲—未処理クロレラ 

オーストラリアから出土した 
先カンブリア紀(20数億年前） 
のものといわれる「クaレラj 
の化石 

クロレラとは. 

クロレラは淡水産の単細胞緑藻類の一種' 
球形の直径3〜8ミクロン(ーミクロンは 

千分のーミリ)といぅ顕微鏡でなければ見 
ぇない微小の生物です。蛋白質55%、葉緑 

素4%のほか各種活性ビタミン、ミネラル 

などの栄養素を豊富に、バランスよく含み、 

必須アミノ酸の組成にも優れています。特 
にC • G • F (動物体成長促進因子)と呼 

ばれる特殊な物質の存在が、人間の健康維 
持や栄養補給に役立っていることが最近の 

研究などでつぎつぎに明らかにされている 
事実にご注目ください。 .. 

クロレラは高核酸食品 

新しい細胞をつくり出したり、細胞の分 
裂•成長•エネルギー生産のすべてをコン 

トロ —ルしている核酸こそ、生命の根源で 
あり、この核酸が老化を防ぎ、若返りをも 

たらす原動力となっています。 

クロレラは約25億年前に、この地球上に 
発生した超微生物、単細胞生物ですから、 

当然核酸を含んでおります。クロレラー粒 
(0.2sy)は、約10億個の単細胞クロレラで 

出来ていますが、C • G • Fは核酸とアミ 
ノ酸の複合体ですから、C • G • Fエキス 

は高核酸エキスといえますし、クロレラ粒 
は高核酸食品とい、っことができます。 

消化•吸収率が倍増 
クロレラは従来、消化の悪いことが最大 

の欠点でしたが、㈱サン•クロレラの技術 

開発にょり、細胞膜を95%以上破砕し、消 
化•吸収率を倍増させることに成功しまし 

た。(製法特許第一〇七六一三〇号)細胞膜 

を破砕したクロレラは特に胃腸の弱い方、 
お年寄り、幼児にもすばやく吸収されます。 

左上のグラフは、ペプシンによる胃の中 
のクロレラの消化率を比較したものです。 

細胞膜を破砕したクロレラ(A線)の一時 
間後の消化率は、ブランチング(可消化) 

処理をしたクロレラ(B線)に比べ約2倍 

の数値を示しています。 

クロレラで甦った人生 

私は23歳の時から10年間、戦地で過激な 
体験をし、心身ともに衰弱、帰国後は杖に 

すがってようやく歩くといった、半ば廃人 
のような毎日でしたが、ある日何の気なし 

に服用したクロレラが、一度は諦めた私の 

人生をすっかり甦らせてくれました。いま 
では元気に世界中をとび回れるほどの健康 

体です。■このよろこびを同じようにお悩み 

の方に、一人でも多くお知らせすることが 
私に与えられた使命と考え、余生をクロレ 

ラの研究と普及に捧げたいと念願しており 
ます。 

日本クロレラ療法研究会 

会長ネム^ふ記 

※クロレラは"医薬品々ではありません。 

"薬"になる食品(薬草の類)です。 

※体調のすぐれない方は、すぐ医者に診 
てもらうことが大切です。それでもよ 

くならず、お困りの方はぜひクロレラ 

療法をお試しください。 
※クロレラについての詳しい資料、使用 

例などご希望の方に無料でお送りしま 
す。 

本部および下記の各支部までどうぞ。 
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ドラッグ•アウエアネス 

ライオンズクラブ国際協会は、ド 

ラッグ•アウエアネス(Drug Awglre- 

ness)を一九八二-八三年度におい 

て「麻薬教育」と訳している。 

欧米における五十二万人以上のへ 

ロイン中毒者や、莫大な大麻使用者 

を対象として青少年を守る運動が提 

唱され、当時のグラインドスタッフ 

国際会長は麻薬教育を三大指導方針 

の一つとして取り上げたのである。 

一九八三-八四年度に、同じドラ 

ツグ•アウエアネスが「薬害教育」 

と訳された。このことによつて、日 

本の医学用語、マスコミ用igBとは無 

関係に「薬害教育」というライオン 

用語が独り歩きを始めたのである。 

ドラッグは薬物であり、アゥエア 

ネスは啓蒙である。それがどぅして 

薬害教育となったのであろぅか。 

そこで、薬害と薬物乱用について 

解説を試みたい。 

薬害 

薬害とは、医薬品の重い副作用が 

多発する場合に用いるマスコミ用語 

である。下痢どめのキノホルム内服 

によるスモン、睡眠薬サリドマィド 

によるサリドマィド児などが、その 

例である。 

厚生省では、薬害という言葉を使 

つていない。まず、昭和五十九年三 

月二日の『毎日新聞』社説を紹介し 

てみよう。 

「厚生省の中央薬事審議会副作用調 

査会は、消炎鎮痛剤ブタゾリジンと 

タンデリールという二つの薬による 

とみられる大量の副作用禍を調査審 

議して、重い副作用があることを認 

定した。……薬害は発生してからで 
は遅い……製薬会社は全体として、 

生命産業としての責任を自赏し、薬 

害を防ぐよう全力を尽くしてもらい 

たぃ」 

厚生省は重い副作用、大量の副作 

用禍と述べ、毎日新聞社が薬害と言 

つている。その他の新聞社、NHK 

でも、しばしば薬害が出てくるが、 

いずれも医薬品の重い副作用のこと 

であつて、麻薬や覚せい剤のことで 

はない。 

薬物乱用 

歴代の国際会長が数年にわたって 

青少年の薬物乱用防止のキャンぺ一 

ンを行つていることから、その！一口の 

いかに広く大きいかが推定できよう。 

アメリカの麻薬市場は、約二十五 

兆円、マリファナは十兆円である。 

ここで言う薬物とはアヘンの他にマ 

リファナ、コカイン、催幻覚剤、覚 

せい剤、パルビタ—ル類、ハイミナ 

Iル、アルコ—ル、シンナー、タパ 

コを含む。 

アメリカでは麻薬のなかのへロイ 

ンやマリファナが主役であり、日本 

では覚せい剤、シンナーが該当する。 

WHOの国際疾病分類では、依存 

のない薬物乱用と、その症状の進ん 

だ薬物依存、アルコール依存が挙げ 

られている。タバコ、シンナーは薬 

物ではないから、全部を含めてサブ 

スタンス(substance =物質)と呼 

ばれるようになった。 

アメリカ精神医学会は、一九八二 

年、診断および統計マニュアル第三 

版で、物質乱用、物質常用者、物質 

依存と疾病概念を発展分類している。 
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薬物乱用対策推進本部 

日本でも、これらの薬物に対して 

手をこまねいていたわけではない。 

総理府の監修し、社団法人日本広報 

協会が昭和五十七年七月に発行した 

『覚せい剤の恐ろしさ』によると、 

「覚せい剤乱用者が再び増加しはじ 

めた昭和四十五年六月、薬物乱用対 

策に関し、関係行政機関相互間の事 

薬害教育を勧めるには飲酒をやめる 

べきか？ 

ラィオンズが取り上げるこの運動 

は、アルコールも含めてすべての合 

法的な薬物の乱用と、すべての非合 

法薬物の使甩に反対するものである。 

アルコ—ルについては、多くの国々 

が若年者の飲用を禁止していること 

に留意しなければならない。したが 

つて大人たちは、青少年の模範とな 

務の緊密な連絡を図るとともに、総 

合かつ効果的な対策を推進するため 

に、閣議決定にょる薬物乱用対策本 

部が総理府に設置された。……なお 

各都道府県においても、これに対応 

する形で関係行政機関にょり構成さ 

れる薬物乱用対策推進地方本部が設 

置されている」とある。 

各都道府県では、警察本部、薬務 

課、医師会、薬剤師会等が協力して、 

り得るために、自分たちめ薬物およ 

びアルコール使用について、自ら規 

制すべきである。 

酒は百薬の長ではないか？ 

医師が、心臓発作や脂肪性コレス 

テロールの動脈滞留を防ぐために、 

アルコール摂取を奨める場合がある 

が、それは医療薬としてである。す 

ベての薬と同様、それはだれにでも 

有効ではないし、いつでも、いくら 

薬物乱用防止のキャンべ—ンを実施 

している。 

医師会や薬剤師会の会長がライオ 

ンズであっても、行政がライオンズ 

クラブとキヤンぺーンを共同実施し 

難いのは、「薬物乱用」と「薬害」 

の字句混乱があるからである。ライ 

オンズの言ぅ「薬害」は速やかに薬 

物または薬物乱用と訂正し、混乱か 

ら脱却せねばならない。 
?A/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\^ 

でも飲んでょいものでもない。 

潰瘍またはその疑いのある人は、 

絶対にアルコ—ルに手を出してはい； 

けなぃ。 

薬害教育のための資料の入手先は？ 

国際協会では、スライドとセット 

にした『薬害教育ハンドブック』を 

用意している。これは各クラブが運 

動を始める手初めに、問題の概要を 

知る手引きとして役立つ。さらに、 

地区薬害教育委員長も具体的な相談 

に応ずることができる。市役所や警 

察署、その他の機関から地域社会で 

の詳しい情報を得ることもできよう。 

国際協会事務局では、アクテイビ 

テイ.プログラム企画部が担当して一 

薬害のキャンぺーン先は製薬会社 

であって、国民大衆でないことを銘 

記すべきである。 

運動の実際 

薬物乱用については、小、中、高 

校での教育、展示会、講演会、弁論 

大会等の開催、スラィド、十六ミリ映 

画、ビデオ等の映写、街頭行進、テ 

レビ放映、ラジオ放送、新聞への投 

書、エッセィ執筆、パンフレット、 

標語入り鉛筆、ティッシュ•ぺーパ 

—等の配布等、啓蒙には多様な方法 

がある。 

資料は都道府県薬物乱用対策推進 

地方本部に申し込めば教えてくれる。 

また、ライオンズクラブが作製、購 

入した資料を地方本部、保護観察所、 

その他関係方面へ寄付するとよい。 

「学校生徒に対しては、一回限りで 

なく授業の時に少しずつ話したほぅ 

が、より効果的である」とは、WH 

〇アルコ|ルならびに薬物依存部長 

アリフ博士から、一昨年ぅかがった。 

アメリカには一九六〇年ころに生 

まれたデイトツプ(Drug Addicts 

Treated on Probation =薬物嗜好癖 

の修練所)という麻薬依存患者の修 

たいそ？-) 
/ ®薬物乱用とは 
/ 
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本社/京都市北区堀川通鞍馬口上ル 
支社/東京都千代田区麴町4-4-3 
振替/京都5-4578 

代衣取締役社技納屋嘉 >'台OKffiL.C) 

京都のことなら、なんでも、わかる 

京都大事典 
京^事^ 

—fip, 

圏 
•判型/B5判 

•頁数/1、200頁 

曝委Ini 

目1. _麽史/平安建都以前から地下鉄まで、70 
■人名/m武天皇から湯川秀樹まで、220 〇余項目。 

〇余項目。 ■政治•経済/排令政治か為政•市政まで、 
■自然•地名/柬山三十六峯から錦小路まで、600余項目。 

700余項目。 B ■芸能•韋行事/日本芸能のメッカ0V'へて 

奈良本辰也 
佐和隆研 

吉田光邦 
•総項目/7、200項目土、#幸• P 

図版/カラ—約500^村井康彦 

京都大事典 i I 白黒写真約500点 宗政五, +緒 

I 

と、京の365日の^--5-行亊、500八ホ項目。 
■社寺/上M茂•下鴨神社か— •西本願寺 

まで、1000余項目。 
■文化•教育/日本最古矣学、綜芸馨院 

から幼稚園まで、1000余項目。 

イラスト約300点 
{R^nl60 

■特別定価0TC0OO円 
(特価期間/昭和60年3月末日) 

定価12、000円•好評発売中 

震 、fy 

いる。 

薬物による被害に無関心な人に対し 

ては？ 

現代の多くの若者たちは、薬物の 

使用をそそのかすいろいろなメッセ 

—ジに取り囲まれている。付き合っ 

ている仲間の口から、音楽の歌詞か 

ら、着物(薬物に関連したメッセー 

ジをプリントしたTシャツ)から、 
そしてラジオ、映画、テレビから、 

それは伝わっている。そぅした風潮 
を黙って見ていることは、若者の側 

から言わせれば、無知なのか許容な 

のか、あるいは問題にすることを恐 

れていることになる。 

いずれの場合にせよ、薬物のもつ 

危険性について信頼のおける情報が 

あれば、若者は自分たちの責任で、 

薬物に手を出すか出さないかの選択 
をすることができる。誘惑に負けそ 

ぅになった時、そのことで両親に相 

談し、自分たちの行動の限界につい 

て適切な助言を得ることもできる。 

ある地域で、薬物の実際的な害毒が 

目立たなくても、若者が日々さらさ 

れている"薬物使用，メッセ—ジの 

砲弾に対して、なすべきことは限り 
なくあるのである。 

薬物問題は存在しないと強弁する人 
には？ 

問題に対する知識がないか、あつ 

ても故意に否定する人は、どこにで 

もいるものである。また、手に余る 

ような問題には、拒否反応を示す人 

が多い。そうした感情は複雑に屈折 

して、問題を提起した人への怒りや 

非難となつて表れることがある。 

そうした集会でまず取るべき手段 

は、お互いに薬物•に関して知ってい 

ることを正確に話すことである。そ 

して問題は、だれが悪い、だれの責 

任だということではなく、みんなが 

自分たちの次の世代と地域社会のた 

めに、協力し合わなければならない 

ことを強調する。 

薬物に関する問題は、特定の個人 

やグループで処理するには大きすぎ 

るし、その悩みは親の善しあしにか 
かわりなく発生する。 

その解決には、みんなが事実を知 

つて、手を取り合って立ち向かうほ 

かに道はない。 

練道場がある。 
ロサンゼルスにも同様の施設があ 

り、浜松医大精神科の大原健士郎教 
授がこのことに詳しい。ロンドンに 

も同じよぅな施設「フヱニックス」 

があり、ロンドン大学エドヮーズ教 

授から、ラィオンズの活動としてふ 

さわしいのではないかと推薦頂いた 
ことがある。 

国際協会は「薬害教育」と言って 

いるが、教育のみでなく治療や調査、 

アルコール治療所(ノルゥヱ—)、 

麻薬捜索犬訓練所の設立、専門家の 

養成等の経済的援助も採り上げて、 
推奨している。したがつて、「薬害 

教育」は「薬物乱用対策」として頂 

くと、実際の奉仕活動もしやすくな 
ると思ぅ。 
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保護司とBBS 

日本では、覚せい剤使用者は精神 
病院よりも刑務所に入所している者 

が多い。覚せい剤治療に熱心な精神 

病院は、福岡県の回生病院など極め 

て少ない。覚せい剤を使用するのは 

犯罪であり、受刑後の世話をするの 

は保護司の役目である。メンバーの 

中には、保護司となつて活躍してい 

る人がいる。今後、開拓を要する分 

野であろう。就業中は法務省から身 

分が保障されている。 

同じく法務省が力を入れているも 
のに、BBs(Big Brothers and sis¬ 

ters)がある。 この 入会資格は青年 

男女である。シンナー中毒の若い青 

少年のために、兄や姉となつて親身 

に相談相手となる。レオの仕事とし 

て格好なものと思ぅ。いずれも保護 

観察所に問い合わせて頂きたい。 

アルコ—ル依存症 

ディトツプと同じくアルコール依 

存症(アル中)の自助団体として断 

酒会がある。WHOでもダンシユカ 

ィで通用し、日本に四万五千人の会 

員がいる。昨年十月、全国大会が岡 

山市で開かれ四千八百人が集まった。 

日本各地で毎日のょぅに自立のた 

めの集会を開いているので、アル中 
を紹介したり、会場へ案内して頂く 

とありがたい。都道府県立精神衛生 

センタ—に問い合わせてほしい。 
アメリカのアル中は一千万人、年 

間死亡者二十万人、心臓病、ガンに 

つぐ第三の重要な疾患である。日本 

では大酒家二百万人、アル中五十万 

人、年間死亡者一万人と推定される。 

アル中は、これまで医療で治らな 
いとされていたが、断酒会で治る人 

がだんだん増してきた。アメリカの 

断酒会はAAと言って、会員百万名 
を突破している。日本の断酒会にも 

ご協力をお願いする次第である。 

(病院長.70歳) 

雨の街頭％ 参 

徳島中央パラでは国際会長、地区ガ 

バナーの奉仕重点目標である薬害啓 
蒙教育に対して特別委員会を設置し 

た。委員長にはn大野昭治が、保健 
委員長の私は補佐役を仰せつかった 

が、私個人は若いころ、旧友が覚せ 

い剤中毒者に刺殺された忌まわしい 

記憶を持つだけに、この運動には強 

く共鳴するところがあった。 

事業計画として巡回映画の主催、 
広報懸垂幕の設置、街頭PRなどの 

具体策に基づいて、クラブ、ラィオ 

ネス例会で、県薬務課所有の啓蒙用 

映画を試写、好評を博した。この数 

本の映画には動物実験あり、ドラマ 

ありで、薬害の恐ろしさ、知らず知 

らずに薬物の虜になってしまう怖さ 

小野良I 
(徳岛中央r) 

がよく表現されており、職場での映 

画会は盛会で、後々、上映申し込み 

ダマシ薬ン 

獅4j i 
徳徳 

が続いた。 

いよいよ十月八日が来た。あいに 

くの雨だが、雨天決行だ。この朝の 

テレビは特別番組「白い粉の恐怖」 
を放映、ラ，イオネス会長の対談を交 

じえて十五分、市民の関心をあおっ 

た。昼過ぎに駅前に集合。県薬務課、 

ラィオネスの人々を含めて総勢五十 

一名。七班に分かれて、それぞれ街 

頭キャンべ—ンを開始する。 
バスから降りた人、駅から出てく 

る人たちで、次第ににぎわぅ。白だ 
すきの私たちは、チラシとティッシ 

ュ•ベ—パーを配る。 

時がたって、ますます激しくなっ| 

た雨の中、私たちの目標は完了した。 
一部心ない人の落としたチラシを回 

収しながら、引き揚げる。それでも 

ティッシュだけは一つも落ちていな 

かったのが、救いであった。配布個 

数は一万個。 (医師.60歳) 
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池袋女子学生会館 東京女子学生会館 
バス•トイレ•キッチン付涸室 

マントミアーバンハウス 

'お問合わせは、雑m名を 
ご記入の上各会館へ 

東京学生会館協議会 

鞀f八王溫：r温 

バスまで付いた個室の！9:偏が好評です 
交通：（沁技）西武国分寺棟 

(国茁）中央垛田分寺职 

籲吉祥寺まで13分 
•八王子まで2(汾 
參新宿まで30分 
•渋谷まで30分 
參裏田馬钃*30^ 

〒185 00423 (25) 4182 

ms 
〒272 01市川市南行細3-23-3 

00473 (95) 0210(代） 

フラターニテイ•等々力 
女子学生会館 

東京で学ぶお嬢さまを 
親身にお世話致します。 

$野坂上駅乗換方南町行きで 
$野*士見町駅下車徒歩5分 

東京都杉並区和田1—9—19 
〒166_003(381)7231 

ルックハイツ世田谷 
交_通公社女子学生会館 

■交通私鉄(京王線)千歳烏山駅 
から徒歩3分 

交通： 
(田m)山手掠 
(地下鉄)有楽町線 
|( ” )丸の内棵 
私鉄)栗上線 

西武池袋線 

東京都世田谷区南烏山5-3-3 
〒157 «03(309)1181(代） 

池袋)^から 
綠4分 

東京都璺S区西池袋3-22-8 
〒171 〇03 (982) 1751 

市ヶ谷女子学生ハイツ 
東京の交通網の中心点•市ケ谷 
どの大学へも交通至便 

交*: 
(a «沖央探 
(地下鉄)新宿採 
(•)角楽町棟 

市ケ谷駅 
から徒歩2分 

學龆千代品区頟m 
日吉台学生ハイツ荻窪女子学生会館目白台学生ハイム 

交通 
(私鉄)大并町® 
等/?力駅から 
徒歩$分 
飓山台駅から 
徒歩5分 

鞯严(溫2驄 

受験の宿&学生会館 
全ffifl室1.000室家具付 

東京•横浜の学校へ通学至便 
♦渋谷まで20分•供茶ノ水まで40分 
*代々木まで27分*断宿まで30分 

すぐれた環境、W奭な管理、 
24時閜蠆Mで確かな安心 

交a :(田®)中央棟、（地下K)丸の内！《• 
架西《获»駅閑□©バスで6分、（松C0 
并の®探高并戶駅から徒歩10分、ノ Xス2分 

男子学生再用 

交*:(地下技）有粲町探 
«田寺駅から徒歩7分 

菊池寛 
4記念会館 

荣檷探•地下鉄日比谷保B吉IR前 テニスコート_室内滬水フール併股 

東京郡杉並区SS井戸東4-12-30 
〒168 〇03 (331) 8111(代） 

\ 協K旺文社 
〆 後援文芸春秋 

東京都搜岛区雑司が谷132 5 
〒171 »03 (983) 3271 

有朋女子学生会館カレッジハイツ玉川文京女子学生会館横浜女子学生会館 
^ 交通：（地下鉄)日比谷棟 
nmi (私鉄)栗桷線 

都立大学駅から徒歩3分 
日 吉までis分 
渋 谷》で12分 
三軒茶麗までis分 
五反田まで20分 
目 黑まで20分 
広 甩まで20分 
旗の台まで30分 

東京都目霈区八雲11211 
〒152 003 (723)2336-8一 

目白おとめやま銮子学鑫 
全館個室（少人败48S) 

冷暖房•給濡完鏞•万全な管理 

交通： 
(国琯）山手跺目白*R；〇ら徒歩5分 

〒161 003 (950) 0016 

八王子ドゥーム 
■■男.女-学生 

交# 
(E電)中央線 
(私鉄)京王線 
八王子职から 
バス10分 

(株)堪崎ビル哲理部 
亍102東京都千代田区平河® 2 —7—1 

«03 (264) 0871 
所在地:栗京都八王子市左入即684-2 

SII専用 

(私鉄)小田急探 
玉川字■前K徒歩5分 

館主の败地内にあ〇、家庭的な 
5?囲気で、ご両视も安心です。 

(地下鉄）三田琮白山明徒歩 1分 
^ 交通：（国電） 
H 京浜東北線 
& 磯子駅から 
が 徒歩7分 

151 

〒194町田市玉川字園8-8-15 
00427 (25) 9690 

栗京都文京区白山5-3122 
亍112 〇03 (811) 5656 

攒浜市磯子区碘子3-1-15 
〒235 0045 (753) 5361 

六義園女子学生会館渋谷女子学生会館音羽女子学生会館 
KR家族が、一体となつて大切な 
お18描をお扣り致し3：すL.久保田 

交通： 
i___V (国電)山手線 

駒込职から 
徒歩5分 

(地下鉄） 
S.H 都営三田線 

千石駅から 
徒歩8分 

東京都文京区本駒込5 70 -11 
〒113 〇03 (821) 6258 _ 

どの大学に通ラにち便利な好立地 

交通：（私鉄)京王新線 
播ケ谷駅から徒歩5分 

京王バス新宿駅からバス1盼 

東京都渋谷区本町6 22 8 
亍151 〇03 (375) 5411 

都心の文教地区通字の便は®高 

灯通： 

有楽町跺a田寺駅 
丸の内棵茗商谷明 
徒歩5分 
大破职バス5分 

東京都文京区大塚4 45 9 
亍112 003 (943)0311(代) 

東郷女子学生会館リHUAイム吉祥寺I中伸女子学生会館 
(栗京放送）クルーブ 女子学生再用 

交a : 
(cam)山手Ksm宿駅 
徒歩5分（地下co千 
代田槐明治神宮前駅 

徒歩3分 

交通：（国?®)中央採 
(地下CO丸の内探. V- " ' 

=躑!_ら 

Mi 
栗京都渋谷区神S前1 -5 =3 
亍150 〇03 (402) 6611(代） 

東京都杉並区善福寺2-27-6 
〒167 «03 (390) 2978 

交通：（囪塑)中央線西八王子职 
から徒歩3分 



鼠水式暖房[器 インターサーモ 

ホテル、痫院、校、ixh*t鲂等の 
B爱埘システムに、使川されている 
インターサーモの来眭⑹新製品で 

• • • —ノ —^ ，•# 

わずか17円/ 

す。コンセントに差し込むだけr 
小存h和の暧かさ、セントラルヒ 
ーテイングの快適さが岣わえます。 
完全密封した水浓液《不冰液）を 
暧めて炳琛させる力式、火を燃や 
さない溫水暖房ですから、火災、 
イI•冰ガス、敌龙不足、與状紇燥の 
心Wが一-切ありません。mめyjっ 
た部W、就崧中でもまったく安心 
です。水诅は117で内外になりま 
すが、ケース衣ifliiU度はG5で前後 
ですから、うっかり触れても火m 
をすることもありません。赤ちゃ 
んやお年寄りの部勉強部W、 
沒窀などに从適です。温度調節に 
合わせてセルフコントロールしま 
すので、無駄な觔きをせず、屯U 
代もお以。燃料補給やおT.入れの 
わ十らわしさがありません， 

インターサーモ社製 
• NP-IOOO型（6~7帖用）丨KWサイズ/I27X23X 8 cm重さ/7.7^ 特別価格 79,800円 
• NP-l500型（8~l0帖用）l.5KWサィズ/l88X23X 8 c^l重さ/l0.9k9 特別価格 89,800円 

1■螬れ ゴルフ専用 

LWW 
,スーパーウインドブレーカー 

(綿100%で兜全防水） 
祝代の織物科学が糸と糸 
のすきまをなぐした商密 
度繊維を造りあげた、ベ 
ンタイル自然索材コット 
ンを科学しました。雨や 

IA'蜇などを通さず、内部の水蒸铖 
等は発敗させます。M合いはあくま 
でもコットンらしくやわらかで、し 
かも完全防水と特殊デザインのショ 
ルダー。ショルダーにウール100 % 
ジャージーをmみ合わせることによ 
り、婉• w •ひじ笠のつっぱりが解 
消され、禆川感がなく思い通りのス 
ウイングが出米ます。 
•材質/表地••綿100%(ペンタイル） 
.ショルダー部特殊ジャージーウー 
ル 100% ■色/ステイープルー（鉄 
紺）■サイズ/M-L 

特別価格29,800円 

代金は後払 

★どんな災害もシャ， トアウト/汽一 

背察や¥ 
に常用さ ると困る衣類、花等の保存も可能です。■寸法/32 

I電気容量丨10V—90W (兜全密ぺいのダブルシ 

① 男性用（U套 
② 女性用（8分 

家庭用真空包装器(Sドイツ*) 
_食品の故化、劣化、味、件り、みず 

みずしさ、ビタミン、ミネラルな 
どの栄丧価をmなわないため、 
敁索接触を断っ「典空ハ•ックjが 
鮮度、栄養価、m味も失わず採り 
たての時に近い状態で及期保む： 
の秘決です。 
參添加物の入っていない手作り 
料理、•乾燥食品、海苔、お茶、 
お菓子、參一度開封された具空 
パック食品等の保存に。•家 

邊®も付■いていますので、ベシャンコに 
30 X 90cm ■重量/1.64 

方イブ） 特別価格22,800円 

^ 軽くて動きゃすく、 
肌になじむ粋な作務衣 

昔、禅僧が修行用に使った作務衣。 
.藍染めは、使えば使うほどに味 
わいが増し、i先うほどにじょう 
ぶになり、藍色がさえてきます。 
また觔きやすく、たいへん楽で 
ホームウエアとしてはもちろん、 
外出着としてもしゃれたもので 
す。手染めの藍染めですから神 
秘的で不思mと心を落ち着かせ 
てくれます。また、たいへん暖 
かいのも特長です。 

►素材/藍染め綿100% ■色/藍 
■サイズ/S. I50〜l58cm/M.l60 
.I68cm/L • 170 — 180cm 

CSt ^特別価格17,800円 

全国どこても無MflCd 



mm 

m 

mm 

% 
達 

ふ 
る 
さ 
と 
探 

太 
良 

訪 

福 
島 

山 県 
の i 

松 空 
晴 撮 
れ ラ 伊 沢 
て 1 



10月丨日から丨丨月23日まで開催される菊人 

形は、県外からも多くの観光客が訪れる 

©陶 

日本国から独立宣言（？）安達太良山麓の岳 
温泉郷は"ニコニコ共和国” 

二本松万古焼に、現代的調和を求める陶芸 

家、井上善夫さん 

二本松は歴史の町である。城下町として落 

ちついた雰囲気の町であるが、その源は遠く 

興国元年（1340)、畠山高国が奥州探題として 

この地に下向、館を築いた（城山山頂）南北 

朝時代に始まる。近世の城下町として整備さ 

れたのは、寛永20年(1643)徳川幕府の命に 

より、丹羽光重が白河から移封されて以来の 

ことだ。城山の麓に築かれた霞ガ城は、丹羽 

氏10万700石の居城として威容を誇っていた 

が、慶応4年(1868)戊辰の役で落城、城と 

ともに散華した二本松少年隊の話は、会津白 

虎隊とともに歴史の舞台転換期の悲劇として、 

今日でも語り継がれている。彼らは12歳から 

17歳の少年兵であり、新政府軍の圧倒的力の， 

二本松提灯祭：秋田の竿灯、愛知の津島祭とともに日本三大提 

灯祭として有名なこの祭りは、10月4日から3日間行われる。 

初日の宵祭りが圧巻で、氏子である7つの町内の太鼓台が数百 

個の提灯に飾られて、夜の町をねり歩く。笛、太鼓、鉦の離子 

もにぎやかに、祭りは真夜中まで続く。激しい太鼓のリズムに 

酔いしれる二本松の3日間である。 



ゞ前に壮烈な死を遂げたのであった。彼ら藩内 

少年武士たちが、鉄砲の稽古をした場所が城 

山山頂近くにある。少年隊の丘がその場所で、 

眼前に安達太良山（し700に）を望む絶景の場 少年隊の丘、その向こうに安達太良連峰が 

國 

戒石銘 

所である。広場の一角には、隊長木村銃太郎 

をはじめ63名の隊士の名を刻んだ少年隊顕彰 

碑が建っている。なお、少年隊の墓は大隣寺 

にある。同寺は丹羽家代々の菩提寺で、代々 

の墓所となっているところだ。 

丹羽氏は領民に対しては、代々善政を施し 

ていたようである。見逃してはならないのか 

「戒石銘jというものだ。寛延2年(1749) 

3月、藩主丹羽高寛が藩庁前の自然石に刻ま 

せたもので、「爾俸爾禄民脅民脂下民易虐 

上天難欺」とある。「お前たちの俸給は領民の 

汗と脂の結晶なるぞ、領民を虐げてはならぬ、 

天を欺いてはならぬ」という意味であろう 

封建時代にあって、このような藩是をたてた 

ということは、大いに注目していいだろう 

このあたり城趾一帯は、いま霞ガ城県立自然 

公園として県民の憩いの場となっている春は 

桜の名所、秋は紅葉、名物行事菊人形展も、こ 

こで開催される 



ネ虽島 

二本松は自然環境に恵まれた観光地として、 

見るべきものが多い。市の西端にそびえる安 

達太良山(|、七〇〇1ごは、二本松市民に 

とつてシンボル的存在であり、また高村光太 

郎の妻•智惠子が愛した山としても知られる 

謡曲、歌舞伎で知られる「安達ヶ原(黒塚)」 

は、阿武隈川畔、観世寺境内にある。また近 

年、脚光を浴びているのが安達太良高原にあ 

る岳温泉。古い温泉郷だが、I九八二年にハ 

ロディ王国「ニコニコ共和国」として日本国 

から独立(？)した。ここで、ちょつとした外 

国気分を味わぅのもI興e 

二本松7?はI九六八年二月、福島rをスポ 

ンサーに誕生、写真前列左から、斎藤昭、平 

舘友治、斎藤力弥'岩井保二(会長)、三瓶歳 

雄、斎藤典治' 高橋兵一、今江政夫、橋本正 

次、後列左から、安田英治、田中泰I、石井 

国雄' 佐藤儀、安斎文夫、下山勝弥、早川栄 

I (幹事)' 穂積紘治(会計)、松本健、吉田方 

也の各ラィオン 



応援します。悔いのないカレッジライフは快適な学生会館から。 

『安心して勉強にうちこめます』 
※女子カウンセラーが住み込みで常駐。いつでも相談をお受けします。 
※維持管理費は月19,000円（水道•光熱賛• 
雜費など全て含まれています） 

受験の宿に 
ご利用Fさい 

•交通地ド软丸の内線屮抒该I:兄 
町駅ド小徒歩5分 
都内各大学への通学30分60分 

•個室/ベvド.机、凡!明.げ服ダ 
ンス节のぶ偏も完備 

■入館料150,00〇闪(突約期間2年まで) 
■保証金300,00011】(ベアメイトをご利 

illの叫办は保证金免除） 
■室料14,000闪〜34,000叩個室A, 

8こ(：.2入紅2人书、4入宰) 
■食費5.000闪前後(朝仔夕> 

-ベアメイトシステム- 

n女が迸んだお女;iと2人书、4人七:に屮込 
むと.人蚧後お2人がM •+:になるよう 
たします。しかも人館時の保脏金30ノil1!がお 
2人ル.免除となる持mがあります 

:づ5 
ぐ轉 

_ 
ィ新聞グルーブ 

甫京女子字生会館^ 
〒166東京都杉並区和田1919 003(381)7231 

フジテレビ•ニツボン放送、サンケイ新聞ク•ループ 

明日を担う貴男を 
先輩文化人が応援します 

後® 協W 

mm旺文社 
手ぶらで来て、その日から 
生活できます。（日常生活の 
諸設備完備）•専用レスト 
ラン•読害室付、カフェテ 
リア*菊池宽記念会館併設 
參毎月の食亊(朝•昼•夕）の 
食事OK/ 

春月棰駐車塌 
ゲストルームもあります 

•男子学生専用•高級学生宿舎# 
K菊池寛記念会館 

C3ffAilA<!iH-11 yi I地下鉄（冇架町線） 

Hljqtt/nU護国寺駅徒歩7分 
〒171東京都豊島区雑司が谷132-5饮東京03(983)3271 JS 

東郷神社境内の 
緑につつまれた理想の住まい 

古い街なみに新しい文化が調和した原宿/ 

全370室(個室•二人室）17年の伝統ある女子会館です 
參どこの人•’/:へも.どこへ出 
るにも交通ヤ:他。 
參やわらかいトーンに統さ 
れた本U•付化粧屯.卜 
イレット，屯^(インタホン故 

、冷日«ひ備.Jtf/の場も 
ひろびろ允火。 
•良き扣犊扪T:々ウンセラー 
が 托附に 生活を共にし.ホー 
ムドクターによるftHk•符巧!. 
24時問の騖備防災体制で、心 
■4 に安心です。 

SS東郷女子学生会館f 
亍150東京都渋谷区神宮前15 3 S東京03(402)6611代） 

学生ハイツは大嚟也、商校生、予備校ル:の 
快適なシンプルライフを約柬します。 

厂16年★6,800名の実嫌1全館個室1,000室•家具竹 
■共用の設備：n片审•入浴屮へ先,#书•吃蝶中.災m屮 
ビ.人贫• VdMi-n抑販克拽コーナー•ランドリー•灼炊コーナ. 

※青春の汗を流すアスレチック施设充' 
どこへ出るにも交通の便は最 

1鷗I? nmnmit 
、線)日吉〒f 

〒183東京都府中市宮西町2 8 
•男子•女子学生会**•全》偭畜50宜參 
冷«房充備•パスユニット參キ 
ニット參4CN38.000円より敷•礼金2ヶ月 

渋谷まで20分 

字生八イツ別館 

71不!！17ス府T 
男子*女子学生会館 

お問い合せ先 受験の宿Si字生会館 

日吉台学生/YYU 
〒223横浜市港北区箕輪町13番地s 044(62)1101代) 

附技 



藤が丘女子学生会館 小田急女子学生ハイツI北阑女/^^:会館 
テニスコート.プール付 
デラックスなホテル様式を採用 

女子Tian 

一-シ 

1 

m■■■■■画 
打いページをめくるように 
学生の朝がはじまる。 

閑静な環境。渋谷、横浜へも近い好適地 

冷睹 

防 

鲁全館個室128室バス•トイレ•シャヮ 
24時間始沿•屯は取fi•吋。 

• ロビー.食，中：.ヒアノネ:. •妝弗率 
通爷（コイン乾:燥機、アイロンfわ：？、 
ご両親のご配慮にも負けない設備， 
•各宰にn動火災感知器を•没けるなど、^5災 
犯设備も万全。 
交通ゼ急⑴阓邡…線蒔が丘駅ド屮沾少3分 

•渋谷へ37分•新宿へ40分•横浜へ34分 

室料如JI41,000円 
管理*每)！17,500N□保証金•入館贄あり 

管理太播生命グループ 
東暖興産株式会社 

〒227横浜市緑区藤が丘2 91 
a 045(973)7165 

快適な居住性とゆきとどいた運営 
ご両親も安心 

大切にしたい明日からの東京生活 
爽やかな緑の中で充実しだ青春を 

あなたの感覚にピッタリのインテリアと 
機能美あふれるスペース。 
•個室設備：机•椅子•本箱•ベッド•洋服ダンス•ユ 
ニットバス.キッチン•冷,进M•:•インタホン•ルーム 
エアコン•祗話设菝可 
•共用設備：ロビー浓••炎坫书•和平•ピアノ宰•ラン 
ドリールーム.ゲストルーム•トランクルーム•保 
健屯•コビー•専用テニスコート•駐車場$ 

入館のための*用：保証金r)oかm•入館*1()だ|リ 
〜i5"iリ籲管理*unuisfrィn〖i#室料(im/i 

i1卜4だ:ifm#健康管理*i训nfi> 

◄厚木駅よりの所要時間► 
本厚木2分•大根14分•大秦野19分•，每老名3分•相镆 
大野II分•町田14分.玉川学園前17分，«川20分•成 
城学園前40分•新宿52分，橫浜35分•和田町30分 

交通小田急線 
闽鉄相悦線 

厚木駅沾少 

亍243神奈川県海老名市中新田78 
00462(33)6333 7A 

■広い個室で、あなただけの快aな生活空間を 
〔全館個室600室•同タイプ〕參A1(>ぐt ♦ I.VIII'、•，レコニ • 
俩荦轉用龟站•シヤワーf.i■バス•トイレ•ユニ/トキ.' 
チン參ユニツト家U(机•椅f•ベッド•請ダンス•本 
馨エアコン$ 

•友とのふれあい、魅力あふれる交流スペース 
〔共用施設〕•コ三ユニチイールーム#食';;••••テニスコー 

卜參rt來审•和全••必Vi嵌pa/v•た描のヒアノ •+: 
{特別契約)も2ド令ございます， 
■安心の心くばり 
►ふ眭的な々ウンセリングシステム►ゆき沾いた胧氓苻 
坪作制►安全を考違した防災H描体制。 

a[料：:\制省 <1 が2 * 管理黄iわ' 
：f I'HMftfl fin 參1*証金2力、リ令8 7i「，r IM 
入館金不要+卒業まで4年間、霣用は変りません。 
交通1«1屯十条明から徒歩9分 
地ド找m槐板撟区役所前駅から沾少8分 
最寄り駅からの所要時間 
〇池袋まで3分〇目白まで7分〇新宿まで13分〇渋 
谷まで20分〇巣鴨まてMi分〇神保町iで分〇 
まで28分 

亍173東京都板僑区加賀2 61 
a 03(962)0181(代） 

〇渋 

ライフの拠点「学生会館」ガイド 
東京の学生会館 |お問い合せ、資料請求は、直接各会館/ 

ハイグレードな学生会館 
ピアノも置けるフイルーム 

㈣_ 
近代的な設備と、24時間完全管理の 
理想的な環境 

1^24時間の瞥備体制►万全な健康管理►完全 
防災対策►カウンセラーによる生活相談►英会話 

•全館個室：斤•トイレ.冷;进卟•ベ/ド. 
机.浒棚•口 V々一.冷暖捃完備•屯括付 
•共用施IS::レストラン.人浴韦•レンタルヒア 
で’卞••クパ^ングコーナー洗涌乾燥书•アイロン 
ヤ•ゲストルーム.淡活宰 
-入館のための*用- 

•保証金30わ〜60乃W (退館時含額返金）*入館金 
15万m2年分>#共益費1"8 丁 iq川邡）•室料2ノ) 
9T*l,l~4；i2T-|lHHM) 
※楽器演奏、ピアノ持込可（防音完備）の居室有り 
交通地ド鉄都常：出線千石駅沾歩5分 

㈤屯巣鴨駅徒少12分 

til2東京都文京区千石2-30-12 
Q03(942)2291(代) A 

東京女子学生八イツ 
貴女の学生ライフを豊かに… 
多摩キャンバスの中心都市 

全館個室60室A«Bタイプ防音施工 
Aタイプ21maグランドピアノ ■けます。 

Bタイプ15m»アツプライトピアノ ■けます• 

(ピアノ1」ース有〇) 

參個室設備：シャワー•トイレf.J•ユニ，/トバス. 

キyチンユニノト.冷银卟•ライティングデスク 

•ベ.•/ド•口../カータンス.インタホン.«t iifi 

參共用設備：ロビー.ホール.和审•ゲストルー 
ム•コインランドり一-a紫•+: •トランクルーム 

•物「堆•中庭コミュニティー広場 

〔入館のための*用〕室料日タイプ丨ノ）•-» rpi 
aタイプg万:i rm參管理*un1わnu (各 

•保証金•入館金あり 

-町田駅からの所要時聞- 
新宿35分•及谷45分•成城嗲圍前26分• »川3分•玉川 
Y園前3分•相惰大野I分•本琿木15分•大根15分•大赛 
Tf27分• fJJ点40分•八王子30分 

交通'卜⑴/こ•.採町田駅沾屮K分 
ifjoim浜線町田駅沾少1〇分 

亍194東京都町田市中町3-4-4 
30427(29)2332(代） 

東京学生会館 
男子•女子学生専用 
全館§暴占126の個室 

専用食堂完備 

24時間管理体制•防災防犯対策も万全 
•個室設備：汾暖ぱ•バス•シャ7 — (24時間給沿) 
トイレ•ベ/ド.丁 V •.しぶ•キ./チン.冷，逢I.K 
机• 4、沁•ドFA筘その他。 
•共用IS備：ホール•ロビー•コインランドリー. 
ゼロ ■/クス•ゲスト’レーム•※屋上ガーデン• 
ゴルフ•テニスネットプレイ設俩 

►スポーツに、食事に、バラエティーにとんだ施 
設、店舗内と周辺に豊畜 
►散策、釣り、スポーツ…多摩川べりは自然とレ 
ジャーの宝庳 
►他に例を見ないゆったりスペースの個室 
►都心へ、横浜へ、郊外へ便利な交通条件 

都内•川崎•横浜の各大学へ交通至便 
交通I中li；蒲田駅ゼI丨促少3分 

屯浜急行京浜蒲田駅阽歩6分 
羽田空港より巾で15分 

〒144東京都大田区蒲田5-30-12 
303(739)1234(代) 



女子学生会館 
映画•演劇•テレビで、お馴染みの東宝グルーブ 
による確かな運営。 
在館生に好評./専用レストラン付(3食、お弁当も0K/) 

全館個室80室•全館冷暖房•個室専用電話付 
24時間管理体制 
個室設備 冷b发域• 沾• •象u 式梅品f+ 
共用1¢備丨エレベーター•人浴屮•ブライべ一 
卜/'?ス》ゲストルーム.ラウンジルーム*ランド 
•；ールーム. 機•虼坳機•アイロン）.ヒアハ 
エレクトーン•+:. n讪販*た拽• レストラン（州. 
仔•夕“リ• メニューはa附炊如书 
防災 火災m加拽•消火器•防im加拽•避跗 
はしご*非常嗬段 
病気 作帥への述絡• r-fti!-地氓,ぶ断 

.料金システム 保証金;>o"m •川むm參入館料 
10川|バ托+:共通>#管理費2"-”> • 
室料（imか）r〜5だ2ti'ka-bタイプ) 

有名大学に囲まれた都内有数の立地条件/ 
•お茶の水女子大，日本女子大•学習院大•早大* 
東大*上智大•東京医大•東京理大•共立女子大 

交通〔地ド轶九の内線〕新大塚駅又は茗荷谷駅沾少5分 
〔地ド鈇心浆町採〕雄国寺职促歩5分〔都ハス) 
卜.野広小路—¥稲田間大塚三丁自ド4 

〒112東京都文京区大塚2-15-10 
003(943)0611 

り CT^fWL.^ U 72 

〔都パス〕 A 
ド_H•徒歩1分 

-10 
311 ^851 

iiirtの安心®堍、 
ひとまわり広いK沢な個室。 

•全館個室67室#バス、トイレ、キッ 
チン付、オール電化システム參24時間 
給湯參24時間管理体制に加えてオート 
ロックシステム•防音室あり 

個宜设備：•冷迸I•レ.げ服ダンス•ベ/ド•机* 
w f - ,'rwn-インクホン.々一へ/卜.々ーテン 
共用設備：エレべークー.吹けのある*紙なロビ 
—.屮吐.ランドリー平.ビアノ •+:.ゲストルーム. 
n收拽コーナー 

•どこの大学へも交通至便 

交通京王新!*初台职徒歩9分•小田急媒代々木八幡駅 
徒歩9分•千代田樣代々木公圃职徒歩10分 

〒仙東京都渋谷区41溫6 

府中学生会館 
男子学生専用 

全館個室50室•家具一式備品付 

おひとりでの生活にご不便のない跋かな環ん 
をと私たちは芩えます 

充実した個室設備：勉強机籲格/-籲ベッド_ i 
棚•疆ダンス•流し台參冷暧，ガエアコン籲イ. 

クホン籲怦热感知器參屯,;1»；リ1込"f 
共用の設備：人浴平•シャワールーム*ラント 

ーコーナー(洗滟機•铊燥棣)♦淡活室• TVコー“ 

一• l*J勋販売機コーナーきT*i)t所< 各断♦迤办#i 
便受け♦公衆*屯M•コーナー籲馱屮場20f?収界 
入館のための*用：保証金50"|iレ30"|リ籲入f:V 

*管理費1/il r*l')(fVi?R 
♦室料:i H\l\ :i ；J9 T-N <A*B*C タイフ > 

«1年契約：室料3万8千円より參敷金2ヶ月* 
礼金〗0万円修管理黄1万4千円 

交通京王線府中駅徒歩5分 

国鉄中央線国分寺駅南ロバス10分 

亍183東京都府中市晴見町13 
00423(66) - 0511(代) jd 

•各会館共、24時間の管理体制 
•防犯•防災設備も万全 

両親もうれしい•充実のカレッジ 
安心•快適•便利な 

島平女子学生会館 
明るく清潔で、広々とした室内、暖かい 
ふれ合いのある生活をお約束します。 

静かな緑の中には文化施設がいつばい。 
都心までゆろゆろの30分圏内です。 

■ゆき届いた個室設備：令航㈢书39书•ユニ/卜 
ハ•ス（24時問袷トイレ-冷哦坍改備•机.椅，.• 

::棚•インタホン.F M、T V端！•-：ッド•キ 
/チンセ/卜八凋琛器•冷葳卟付）•作服ダン 
ス.：r勿人れ.々ガミ.卜足人•ブラインド.fw-i? 
屯活リ|込町 
■便利な共用施股：ロビー.•ぶ_ランドリー* 
コーヒーコーナー•コビーサービスT 
_24時間安全管理システム：最新の防犯•防災シ 
ステムを採用、管理人室との連絡も万全です 

■入館のための*用：保証金:i0乃'⑴■管理* (JJ> 
1 Ij7 丁 ⑴■入館*12川im 年)15；j|«J(2^) 

■竄料(⑴4 ノ/9TI1! 

交通(地ド软)都常:IH線西台职徒歩3分 

Aつばやし 
(有）三林学生会館寧務局 

亍174東京都板橋区蓮根1-31-7 
003(960)2358 

ドミトLHAfS 
ヨー□ッノ《スタイルの女子学生会館 

全館個室鹄§ 40室 

歴史と伝統の街、九段 
新衍、原宿、渋谷. 
行ってみたい街がすぐそこです。 

•都内のどの大学も30分の通学園です 

•個宜投備：ライテfングビューロー.冬HW •ベ 
•/ド• ifミ服ダンス•シャワー•トイレf.J*ユニット 
パス•キ/チン.冷/遂丨•卜.パーソナルテレホン. 

冷哦埒完備 
•共用設備： 8Fスカイルーム►1Fレストラン併用 

入館のための*用 

■保脏金100/川圈管理贄<11)1かJ丁 |リ(各省共通)■入 
館金25切り■室料《11)5"1 T-I'l'5；j9 Tl'l 

交通 W屯中央線•地ド鉄“楽町線 
地ド鈇靳帘線市ケ谷駅陡歩5分 

〒102東京都千代田区九段北4-3-27 
003(265)4151(代) 

24m2〜30m2のワイドなフイルーム." 
個室に洗濯機を置いだ機能的設備" 

女子学生会館•全個室彳8_室3タイプ 
通学も30分圏/快適設備と万全な管理.ノ 
♦特徴…21〜30m*の広V、個*+:でのびのび'I 
參管理…24時問常駐资邱。防犯•防災ぷ脱ヽ 
♦交通…池袋駅北丨丨から徒步8分。_• 
抒•來京• I.野へ10^30分圈の使利な足ま; 

•個室…机.本棚-べソド•屯ク1コンロトト' 
••/チンぺ众;淡1.|(べ祀^機•バス•シvヮ 
トイレ•ロッ々ータンス•トランクル-へ 
がP人;a •インタホン.«*frns /ぜエアコン• T V雄; 

屯,/?取付"1能• 24時問松樾•バルコニ 
•共用•..ゲストルーム•コビー• |’1仙收•ん 

汔坳拽他•1Fレストラン喂浓併•次 
■室料（m 5 ；;|«1- 5 /J 9 丁•ドj■管理黄1 

1)j ：. rm ■入館金：1年切約1〇川1】 
年契約15 //111■保証金:i0川11 

¥171@11鵲餾ほ? A 



大切なお嬢様グ 
東京でのお住ま 

鉄筋コンクリー 
(特別防音室2 ‘ 

奪レストラン付、 

室内温水プー八 

すぐれた環境、• 

24時問？?ffi 
【概要】乍館個+:•バルコニ 
テム完備、数地Ifd稂6381it 
【居室内設備】'レームエアコ 
トイレ、屯衩温水器、屯ぶ 

【共用施設】ロビー、々ルイ 
ーム，ブレイルーム、ピ7 

レストラン，テニスコー\ 

【费用例】籲室料•管理费⑴ 
籲保証金150万P]•入館費 

【交通】（卽む中央線、（地I 
获窪駅ifnuハ*ス6分 
(私鉄）件の姐線高井戸駅ft 

〒168東京都杉並区高; 
003(331) 

こよる確かな運営、 
コミュニティー/ 

王《r千雄烏山駅•(島行停 
どこへ出るにも交通至便 

留r学I 

安心,,を、 
-た東京の日々を。 

コミュニティー 
ッブ、コンビニエンスス 
ッブも揃い、ジャズダン 
々な活觔があってすばら 
なっています。 

災システム 
■防511吋策t万全です。 

-スにゆきとどいた拉備 
—ドロープ.冷嗖/及エア 
き。•，じ;A•も托部/4ごとに 

E金90万円より參宽料（月） 
〔、トイレ付#一般管理黄 
)•健康管理* (年）30.000円 

イツ世田谷 
区南烏山53-3 
(309)1181(代) 

渋谷7分•原宿9分 
新宿14分籲池袋22分 

美しv、緑の街並にたたずむ 
淸楚な女子学生専用宿舎 

全館個室53室4タイプ冷暖房完備 
•個室の投備：冷暖/ガ•勉強机.スタンド.本棚• 
辭べ先面ユニツト•洋服ダンス•べッド•屯活• 丁 
Vコンセント•火災感知器•ベランダ•物「•し 
•共同設備：ロビー.人食堂推淡沾宰•冷暖历• 
人浴审.シャワー•洗通•アイロン•乾燥•セ*各階卜 
イレ.TVモニター.公衆屯ほ•赤外線センサー. 
火災報知栈 _ 
•室料：（m3力•1千円より參管理*(n)1/；8 
T-円#入館資（2年契約}15万円• (4年契約)20万 
IM •保証金（退绾時返還 > 40万円 

どこの大学へもらくらく通学 
交通/新川線駒沢大学駅徒歩3分 

〒154東京都世田谷駒沢2-9-8 
〇東京03(418)3115 

) 

:いに. 

テニスコート 

イ并設 
戒义な符外！ 
Sで確かな安心。 
•一P力•彳u、P力•災シス 
>:、延床面稂4570 m* 
^ン、キッン、バス， 
与、家具荇搨设備完備。 
:ヤールーム、ゲストル 
，ノ竦押•辛:、ランドリー. 
、、。 
>6腑円 

15だm (2年） 
ぐ鉄ULの内線K内線 

H歩10分.パス2分 A 
キ戸東4-12-30 j 
8111(大代表)^_ 

大切なお嬢さまのカレッジライフを、 
お約束します。 

3 / 

補： 
::711 lr~ 

交通公社クルーフI 
国際感覚あふれる: 

マイルームは綠の世田谷0京 
車W)へは歩いて3分東京の 

東F京F J 

ii i 

^15 
一— 

副都心、池袋サンシャインシティービルを背埝に映え/ 

大都会のカレッジライフを 
満喫できます。 
參バス•トイレ•キッチン付■個室が好評/ 

• 24時間体制の防災•防犯制度參喁託医と専 
任カウンセラーにより心身ともに安心な学生 
生活•豪華な共用設備：ロビー、哎浓レスト 
ラン併ビアノモ、ゲストルーム、 
(茶._•疼会活教窀艿に）その他 

〔簧用〕•室料⑴）5万2T十】#管理*2万円 
籲入館簧15万円(2年）癱保証金150万円 

交通/㈤屯（山r-線） 
地FI失(九の内線> 

"Ul•架町線） 
池袋駅徒歩4分 

干171東京都豊島区西池袋3-33-8 
S 東京03(982)1751 

ご両親には最高の'' 
お嬢さまには充実I 

參親友もできます豊かな 
肮内にはコーヒーシヨ 
トア、ビューティーシヨ 
スレノスンをはじめ様 
しいコミュニティーと: 

•最新、細心の防犯•防: 
24時問常駐莳押.。防災 

參全館個室、ゆったりスベ- 
べ ッド，机. 乃棚、ヮ 
コン、パス，トイレfh 

•没汲できる。 

〔費用〕•入館料16万円•保K 
36.000円より全館個室パフ 
(月）18.000円（各タイプ共通 

お問合せ先：ルックハ 
亍157東京都世田谷I 

〇 03 

二度と帰らなVゝ学生生活の素晴らしレ 
思い出を、いっぱい刻めます。 

廳女子学生能 〆•七づ交通公社女子学生会艚 

儿^0ノ\ブ111世田谷 

ft沢女子学生会館 

合格したら待つてます—- 

l純の二f •シングルラィフ。 
それぞれの部Mについて、そのWi4を 

あげてみると… 
3れ_問の予狹部/^か 

ら、バス•トイレ•キッ 

チン付きの«•，版まで。アバ—卜といつ 

て^0 ^別。フライスもまちまち。し 

かし、あくまで他人の.卜渉をシャットア 

ウトし「スまま」を決めこみたいなら、 

アバートも町。•小#^^さんでの物件も 

❾富。ただし、お娥様の場八：：は防犯Ifllを 

芩えると心配な.Ifl!が多い。 

アットホ—ムな1分叫^ 

をそのまま欲するなら 

コレ。特に賄い(•]-きのド宿は、家庭での 

盆ポを4然のこととして竹つた方にはな 

んとも魅力。また、人家さんとの相性も 

人切。うまくいけばステキなお^さんが 

わりになつてくれることウケアイです。 

(人家さんとの相性、|"|限時111]などで卜 

ラブルをUにするならよしたほうがいい 

でしょう。) 

ポビユラーなものとい 

学生会館 

学生寮 

lu-汾のふたつ。人^がでは、光^•後^ 
の聞係などいろいろできて架しい。また、 

部^府趴汾ではおIH1なまリもポンポン飛 
びかったリするのでホームシックの心配 

はない。人7後、./ii例^験liijの勉強でも、 
W報交換をしあったリして//.いに傾れる 

仲liijになれます。 
あらゆる点で1iれリM、 

くせリといえば、？^:;|-: 

会館。ここ数年、^增中だ。^户学卞を 
対象としているものが多いが、その,13:備 

の充义度はマンション以-^ともいえる。 
また、防災.拎備体制もカンべキ。人II 

は、ホテルのフロントのよぅになってい 
て、外出のとき部/-f?の々ギをフロントに 

mけるところもあリます。女fvl-:八•ム館 
の埸八：：は、*4<:族でも,J}性はIrll会^まで/ 

の说制のあるところも多い。父兄のケ場 
からしても、これなら安心です。 

以卜；さまざまな部/-flの特^をざっと 
説明しましたが、^入の趣味や：：：的、そ 

して)lr心の*^^などもふまえてじつくリ 
逸びたいものです。 
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お仏壇•仏具はやっぱり京都 
伝統工芸京仏檀•京仏具 

本社 w都市下iK区し染讪新町人 
汜，活*邡(075 )371-313 l(ft)半屮無休 

^ 東京店 ilO;く邯千代田区抻m小川町交茧A角 
5 讹話 J|OK(03)295-8488fra 水B4•定休 
□ 福岡店榀岡屯中央区大名2 丁目11 一22 

枇,活榀岡（092)761-3737H0水叫定休 

京都ライオンズクラブ会W 若林正博 

じやがいも収穫祭. 

ぅす曇りの空に数発の花火が上が 
つた。八月二十六日午前十時、森7■? 

岩井修第二副会長が開会を宣言して、 

，じゃがいも収穫祭，の開幕である。 

函館、森、鹿部の三クラブから、 

ライオンとその家族百六十六人が、 

森町のJ?柴田武明の農園に集-iつた。 

軍手にゴム長靴、作業衣のライオン 

たちは、普段の例会とはちよつと違 

野田利憲 
-(北海道•森^)- 

つた雰囲気である。 

国道五号線沿いの畑に全員が入つ 
て、じゃがいも掘りが始まつた。よ 

ちよち歩きのお孫さんとおじいさん、 

子どもたちに囲まれていも掘りの講 

釈をするお父さん、皆、久し振りの 

土の感覚を楽しんでいるようである。 

森rlが、このてじやがいも収穫 

祭，を企画したのは昨年の夏であつ 

た。戦後四十年近く、現在は食べた 

い物が何でも手に入るが、あのころ 

はほとんどの家庭が畑で野菜を作り、 

じゃがいもなどは主食だった。汗と 
土にまみれていたあの当時をもう一 

度思い出そう。子どもたちには土に 
親しみ、収穫する喜びを知ってもら 

おう。そして、収穫は福祉施設に贈 

ろう。 

この春、n柴田の協力を得て、我 

我はじゃがいもの種まきをした。六 

月を過ぎると、畑は美しい花で覆わ 

れた。我々は何度も畑を見て回った。 

ちょうどこの時期、我々森7'?は鹿 

部7■?をスポンサ—する活動も進めて 

いた。この収穫祭に親クラブの函館 

rと子クラブの鹿部7■$も招こう。親 
子孫、三クラブ合同の例会、アクテ 

ィビティ、そしてレクリエーション。 

三クラブの親善を強め、友好の輪を 
広げょう。 

両クラブの合意を得て、企画は大 

きくふくれ上がった。七月、函館rl 

と打ち合わせ会議、鹿部7,Iの例会に 

出向いての話し合い。七月二十一日 

には、じやがいもの消毒と草取りを 

会長を先頭に行い、順調に成長して 

いるのを確認した。 

約一時間のいも掘り作業の間には、 

空も次第に晴れ上がった。三百キD近 
い収穫である。見事なじゃがいもの 

山ができあがった。 

作業が終わって、農園裏の小川の 

そばで野外パ—テイ—。掘ったばか 

りのじゃがいもを川で洗い大鍋に入 

れて、即製のかまどに火をつける。 

いもの煮えるまで、子どもたちと 
ライオン•レデイたちはスイカ割り 

や宝捜しなどのゲー厶。我々はスイ 

力、メロン、トウキビなどの味覚を 
楽しんだ。やがて炊き上がつたじや 

がいもに、鹿部7■?持参のイカの塩辛、 

内藤スミ子 

(島根県.大社1.^内藤茂夫人) 

☆投稿を歓迎します。☆原則とし 

て四百字詰め原稿用紙四枚以内で 

まとめてください。☆住所、氏名、 

クラブ名、職種、年齢を明記して 

ください。☆関連する写真があり 

ましたら添付してください。返却 

希望の場合は、その旨明記してく 

ださい。☆原稿は短くすることが 

あります。また誌面の都合で掲載 

できない場合もあります。☆原稿 

はお返ししません。☆ご家族の方 

の投稿もお待ちしています。 



Pure American Pubを開きませんか? 
お客様には若い女性と英会話を楽しみながら飲食をして頂きます __a_ -n..........————- 

1 

1 
2 

ド 

ァメリカより店舗デザイナーを派遣、本格店舗設計（新築•改築)。 
アメリカ田舎料理を指導提供。 
アメリカンカクテル及びバーノウハウを指導。 
ホステス（若い素人女性）とバーテンダーの派遣C 

1.4.の項目に限り単独でもお受け致します0 

1•ご相談とニューサンキヨーエンタープライズINC S434-5421 

ぉ問合ゎせは尾Slf?区rf，す3チ，#5澤脚正明迄 

おもちやライブラリー子どもの日 
函館7'?持参のトラピストバタ—を付 

けて食べる。森7*Iのレディたちがサ 
1ビスする膝汁、そして昔なつかし 

いスイトンも。 

合同作業と野外パ—ティーの中で、 

三つのクラブが.一つのクラブである 

ょぅな錯覚を私は感じた。三クラブ 
の固いきずなを確認して、合同レク 

リエーションは終わった。 
収穫したじゃがいもは各クラブ七 

十キDずつ、森7■!は森町特別養護老人 

ホー厶•桜の園へ、鹿部7*Iは渡島リ 

ハビリテーシヨン•センタ1へ、函 

館7■!は姉妹クラブの浜松7*?へ、それ 

ぞれ贈った。 
ブラザ！クラブが友愛の輪の中 

で、楽しい奉仕をして行こう、それ 

が我々のテーマである。(保険業.36歳} 

子どもにとって適切な優れたおも 

ちゃは、その成長、発達にとって欠 

くことのできない重要な役割を持っ 
ている。とりわけ心身に障害のある 

子には、親や友だちと一緒に遊べる 
おもちゃは、楽しみながら自然のう 

ちに心を開き、機能を訓練できる具 

体的な手段なのである。そして、障 

害を持つ子、持たない子が一緒にな 

って、優れたおもちゃを媒介として 

知り合い、無意識のうちにお互いを 

理解し合うという、いわゆる「障害 

の囲い(枠)」に閉じ込めない、ユ 

二—クな機会と場所を提供する-、 
これが「おもちゃラィブラリI」な 

のである。 

昭和五十五年六月、京都で最初の 

おもちやライブラリーが産ぶ声をあ 

げてから三年、この運動のさらなる 

充実と発展を図るため、昭和五十八 
年六月七日、六つのライブラリーが 

岡本喜久穂 
-(京都平安3)- 

結集して「京都おもちやライブラリ 

—連絡協議会」が結成された。その 

後、府下にも四つのライブラリーが 

順次誕生し、現在、十力所のライブ 

ラリ—が活発な活動を行っている。 

この事実に着目した当クラブでは、 

数々のアクティビティを繰り広げて 

来たが、その集大成として、十力所 

のライブラリーの親子約二百五十人 
による「おもちやライブラリー子 

どもの日」を後援し、二十人のメン 

パ—が参加した。 
五月十三日、十時少し前、「何と 

か手が空きましたので……」と会場 

の平安女子短期大学体育館に飛び込 

んで来るメンバーもあり、「おもち 

やライブラリー子どもの日」は大 

成功裏に終始した。 

この企画を推進する一方で、我々 

メンバーがこのよぅな場に參加して 
果たして喜ばれるだろぅか、との一 
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-飲みゃすぃ- 

粒々の 

酢が人生を 
何倍も楽しくする 

飲みやすい 

晃 
研 へる酢〗 

(梅酢.レモン醉の主成分） 

齡は万病に効果が 
あり、慢性病で倘まれ 
酢を飲んで祸魔より 
解放され、楽しい人4:を 
取り戾された方も数多く、 

乂、その効果はW血丨卜:や 

糖枨等に良L、と昔力戈体験的にム、伝•えられて 
います。そごび飲みやすく効果的に実行出米る 
梅酢やレモン酢の中.成分であるクエン酸をキ- 

朌料とし、内綷をグレードアップした粒状のもの 
を、aて皆様にお届けして居りま1； 
ぜひ•度お験めしくださいますようお飭め致 

します0 

お申し込みの方へ 

3箱（1セツト） 5,000円 

<3箱で約3ヶ月ぐらい〉 
參ノヽガキ又は電話で下記の所へ 
ご連絡ください。(代金後払い） 

発売テ 

晃研産業㈱LL係 
亍815福岡市南区寺塚2-28-2 

0(092)512-3327 
社長柴山晃進(福岡如水LC) 

抹の不安を持ち続けていたのも事実 

である。また、ライブラリー側の 

「子どもたちとライオンズとの交流 

は初めての試みですので……」との 

言葉は、この危惧に拍車をかけた。 
しかし、その不安は最初のあいさ 

つがわりに吼えた二声のロアで吹き 

飛んだ。ロアが子どもたちにバカ受 
けし、心から喜んでくれた。以後、 

子どもたちと仲ょくなるのに時間は 

いらなかつた。十一時からは我々の 

持ち時間。前もって特訓した唱歌を 

三曲披露。お母さんたちも一緒の大 

合唱。ひと息ののち、メンバー率る 

素人一座のカントリ！ウェスタン。 

この間、五人のメンバーが動物の縫 
いぐるみを着て子どもたちに大サー 

ビス。私のような瘦型の者でも汗ビ 

ツシヨリ。ましてや体格のよい(つ 

まり中年太りの)メンバ—にはもつ 

ときつかつたかと同情しきり。 

この日は母の日とあつて、子ども 

たちへ折り紙と手づくりの紙カブト 

の外に、赤いカーネーシヨンをプレ 
ゼントした。そのカーネーシヨンは、 

「お母さんありがとう」の言葉とと 

もに、子どもたちからお母さんたち 

に手渡された。 

日本の北国を代表する風格にふさ 

わしい、白銀に輝く大雪山連峰を 
屛風として、その裾野に広がる旭 

川圏はこの日も春分の日にあわせた 

ごとく、朝から瑗かい陽気が燦々と 

最後に、子どもたちから大きな声 
でお礼を言われ、全員ニコニコ。お 

別れはまたもや二声のロア。皆の大 

きな拍手に送られて、充実の時間は 

またたく間に終了した。 

(鏡専門小売業.44歳) 

相 ハ 栄 

-(北海道•旭川中央r)- 

ふり注いでいた。 

午前十時、大会会長•旭川市長の 
ピストルと五段雷の花火を合図に、 

郊外の神居台地競馬場を会場とした 

第四回旭川国際バーサー大会が、一 

パーザー王のスキー競技 
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社業発展のために。 

'.，，野^ 

vrfr 
實r. 

，-广V r-… 

r 呂業ロロ目 _、 

神具•神棚•社殿造営 
結婚式場製作施工 

祭礼用品一式•神社用品一式 
(カタログ進呈•全国出張可） 

、___J 

®,J 栗 本社/名古屋市中区正木三丁目13#19号亍460 
慶応四年 '^ Jデ•终電話（〇52) 331-384攜 

社長伊藤光昌げ•古M熱IHLC) ミャヨィ 

斉にスタ—卜を切ったのである。 

先頭を切るのはFIS公認競技の 

クロス•カントリ— A級男子五〇キロ、 

才—プン•クロス•カントリ—の三 

〇キ。など、国内の名だたる選手が颯 

爽と白銀をけって早くも台地を下る 

斜面を、赤、黄、青……と、五条十 

条のシュプールを描いて、滑降して 

行く。 

広大な競馬場を埋めつくしている 

歩くスキーの大群が、コースに沿っ 

て十列、十五列、いや、それ以上で 

グォォ……と得体の知れない圧迫音 
で一斉に、しかし、ゆっくりと進ん 

で行く。 
観覧席の一番上段からみると、パ 

ンジーのお花畑のよぅだ。列のなか 

には、幼稚園の団体参加だろぅか、 

若い女の先生六、七人に囲まれ、守 

られて進んで行く。町内のお年寄り 

のグループもいる。若い職場の男女 

の一団もいる。二、三歳の子どもを 

背負っているお父さんも、身体障害 

者の方か、橇に乗って二、三人で引 

かれて行く人もいる。その脇を疾風 

のごとく駆けぬけて行く学生グルー 

プもいる。 

みんな明るい笑顔だ。大きな口を 

開け、笑つたり、話したり、楽しみ 

ながら、いたわり合い、徐々に緩や 

かに進んで行く。 

五キ。地点の給食所では、早朝から 

地元の農家の方やガール•スカウト 
の準備した豆乳やみかんで、.のどを 

うるおしている。そして、そのなか 

に大柄なスウェーデン大使、美人の 

同夫人のシックなスキ—姿や、フィ 
ンランド大使館の方も見えた。 

<フ年は才—ストラリアから、十九 
人の若者も参加しており、話しかけ 

ると、気軽に笑顔を向けてくれる。 

リ—ダーのジョン•モレルは、去年 

まで英語教師で旭川におられた方で、 

母国の友だちに冬の旭川を見せょう 

と、とくに雄大な大雪山のスキ—を 
呼び物としたツアーを組み、三月初 

旬に旭川入りしてこの大会に参加し 

たという。 

旭川中央rlが奉仕活動の一端とし 

て、地域住民のレクリエ—ションに 

資する目的と、また、国際人との交 

流を深める趣旨で、この大会に外国 

人向けのスキー•セットも寄贈して 

いることを伝えると、来年は三十人 

の仲間で參加します、と握手でこた 
えてくれた。 

この大会一万百六十一名の參加は、 
本場スゥH—デンのバーサ1口べ 

ット(パーザー王の競技)に迫る勢 

いである。バーサI •ロペットはス 

ゥH —デンがデンマIクの支配下か 

ら独立を果たした「建国のドラマ」 

に由来を持つ。祖国愛に燃える若き 

日のグスタフ•バIサー王(一四九 

六-一五六〇年)が、二十四歳の冬、 

戦い破れ、デンマーク兵に追われ国 

内を一本杖のスキーで回り、人々の 

決起を訴えた。 

しかし、耳をかす人もなく、バI 

ザ—は失意のなかモ—ラの町を過ぎ 
てセ—レンの村に入った。その時、 

モーラの住民二人がバーサIに追い 

着き、「共に戦ぅ」と誓った。三人 
は雪原をスキ—で走り、モーラへと 

つて返し、挙兵して遂にデンマーク 

軍を破った。 

この八五•八キDのリタ—ンが、近 
代スゥH —デンの完全独立をもたら 

した。このことから、この「栄光の 

リタIン」を大切にと、「バーサI 

王のスキ—競技」が始められた。毎 
年三月の第一日曜日に開かれ、今年 

六十一回目となる。 
この本場のパーザー•ロペットはY 
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. 、 

最高の講師陣と 
豪華なカリキュラムが 
真に豊かで魅力ある 
人間性を育みます。 

ブライダルコース本科募集のご案内 

•募集人員 
本科= 60名（30名2クラス） 
•入学 
1985年4月 
籲修学年限I年。本科修了後、研究科 

へも進学できます。 
•申し込み資格 
短大卒業程度の学力のあるお嬢さま。 
•各界を代表する著名な講師陣 
飯田深雪、榊叔子、塩月弥栄子、勅 
使河原宏、吉沢久子、田伏中子、町 
春草、江上栄子、木村孝、水野正夫、 
松岡励子、谷口吉生、室町あかねほか 
籲丨月末までにお申し込みの方で、 
入学後宿舎ご希望の方は、東郷女子 
学生会館を、ご紹介いたします。 
•詳細については、電話または葉書 
で資料をご請求ください。 

東郷学園 学園長吉國一郎 

亍101東京都港区赤坂7-2-21草月会館8階 

電話03 (408) 1126-9直通(423) 4770 

東郷学園 
ブライダ 

生徒募集j 
第12期生60名 

本年は、より多くの諸外国の人た フ今、我が身がある，といぅこと 

ちを加え、この場を国際交流に役立 は、我が身を生んでくれた父母があ 

て、名実ともに国際大会となること り、先祖があるといぅことである。 

を望んでいる。 (経営士 .61歳)•決して我が身が我が身を生んだわけ 

命の流れ——物故会員法要例会 

參加者一万二千人を数える。そして、 

大会運営は雪に親しみ、スキーを楽 

しみ、無理をせずに{元走を目指すこ 
とに徹している。 

我が徳島rlは、一九五六年十二月 

に結成され、ちょぅど二十八年にな 

る。この間、在籍中に死去した会員 

は二十二名に及び、奥本友幸会長の 
発意で、八月二十八日の第二例会を 

物故会員法要例会として開催した。 

J?矢方広徹が住職を務める浄智寺 

笠井欣哉 
-(徳島3- 

を会場とし、当日は「徳島ライオン 

ズクラブ物故会員之霊」と記された 

位牌の前で、矢方住職の読経、出席 

者全員による般若心経、焼香などが 

行われたが、とぐに奥本会長のあい 

さつは、參加者一同に大きな感動を 

呼んだ。 

ではない。ところが人間は、自分と 

いうものを一番大切にし、だれより 

も自分を愛するものであるが、とか 

く、この我が身がどこから来たかと 
いうことを忘れ勝ちである。どのよ 

うな人間にも両親があり、先祖があ 

るわけで、先祖•両親が存在しなく 

て自分はあり得ない。こう考える時、 

その命の流れの根源に対して感謝と 

忠不敬の念を抱くのは当然であり、一 

家一族が先祖の供養をすることは、 

当然のことである。これは先祖の霊 

を慰めるとともに、報恩感謝の表れ 
でもある。この供養するという善根 

を積むことによって、その善が回向、 

即ち振り向けられて、子孫がその余 

慶に潤うのである。 

この先祖供養と同じく、報恩感謝 

とその功徳を得るために、ラィオン 

ズクラブでも過去それらを支えてぎ 

た人の霊を慰めることは、また、当 

然であると考える。今日、ラィオン 

ズがあるということは、クラブを築 

いた多くの人がいるということであ 

り、永年にわたって存統しているこ 

とは、これまた、それを維持して来 

た人がいるということである。物故 

された会員は、それぞれの家庭で先 

袓として祭られているだろうが、そ 

の故人の業績をよく知り、評価して 

いるのは、私ども後に続く会員たち 
であり、その霊を慰め、感謝し、冥 
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元気いっぱい心地よい汗 

北海道•札幌もいわPと札幌精神薄弱愛護協会との共催で 

毎年実施している、札幌市内と近郊の精神薄弱者施設の第11 

回合同レクリエーション大会「青空にはばたけ」が、昨年9 

月12日、札幌中島体育センターで、板垣武四札幌市長、遊佐 

高宣331-A地区ガバナーはじめ多数の来賓を迎えて、にぎや 

かに開催された。 

參加施設23、約800人の児童、園生は、着せ替えリレーや 

デカパン競走などのアイデアに富んだ数々の競技に汗を流し、 

この日のメーンであるマラソンを最後に、盛会のうちに無事 

すべての競技を終了した。 

(PR委員長•？彡并上俊彌•発） 

福を祈ろぅと考えることは、必ずや 励んでいることは承知していたが、 

今日のライオンズに大きな果報を与 このたびのょぅに物故した会員の霊 

えることに違いない」。 を慰めるといつた催しをされること 

当日は、数多くの遺族の方々も出 は、あまり聞いたことがなく、ライ 

席され、故•??久岡国市のご子息が オンズに対する認識を改めなければ 

代表して、 ならない」 

「徳島7'$に物故会員の法要をして頂 との謝辞が述べられ、発起者の奥 

き、会長からご懇篤なごあいさつを 本会長はじめ、出席した会員一同、 

賜り、家族として心から感謝感激に この催しがライオニズ厶の高揚に大 

たえない。私どもは、ライオンズク きく役立つたことを改めて心に刻ん 
ラブは常に社会に対する奉仕活動に だ。 (酒類販売業.59歳) 

技術化社会の成熟期に入り、科学 たが、群馬県の中学の体育教師とな 

優先•物質文明の進んだ今日、ここ って二力月後、クラブ活動指導中に 

ろの問題が重要視されてきた。そこ 不慮の事故に遭い、以後、首から下 

で、<-7年度の当クラブの事業方針は、が麻痺し、重度身体障害者になって 

精神的、文化的なこころの奉仕を目 しまった。何度も死を考えた末、生 

指すこととした。この方針に基づい きることに意義を見つけ、以来生き 

て、「星野富弘花の詩画展」を開 る喜びを小さな草や花に託して唯一 

催した。 残された機能の口に筆をくわえて、 

星野富弘さん—、かつてスポー詩と絵を描く。. 

ツ万能、体操の選手として活躍され 会長が、この三月にNHKテレビ 

でこれを見て感動し、直ちに赤城山 貨店で開催することになった。ポス 

中に星野さんを訪ねて「花の詩画 夕1八百枚、チラシ五万枚を岡崎市 

展」開催を申し込んだ。拒否された 内ばかりでなく隣接する豐田市、安 

が屈せず、クラブ員を同行すること 城市までクラブ員が配って歩いた。 

三度、遂に実現を見ることができた。 開場式には、それまで一度も星野 

星野さんの注文は、すべて手づく さんのそばを離れたことのなかった 
りでしてほしいということと、誇大 奥さんが、わざわざ夜行で群馬の山 

なPRはしてほしくないということ 奥から駆けつけて来られ、一同感激 

(ラィオンズがそのょうに誤解を受 した。会場の整理、受け付け、著書 

けていた)。それ以外はすべて会長 の販売も、市民、学生がボランティ 
にまかせるということで、八月の夏 アとして参加。その数、実に八十人 

休み期間中の十日間、岡崎市内の百 を超した。 

The Lion ’85. 2月号 62 



「花の詩画展」開催に当たって 

私たちは、それぞれに何らかの苦しみをもち、 
心の痛みをもっているものです。 
私たちの能力、経済力、健康、家庭の平和も、 

いつまでも統くとは限らないでしょう。 
外から眺めると幸福に見える人々も、あるい 

は人には分からない悲しみや痛みをもっている 
かも知れません。人間は「弱さ」「痛み」をも 
っていることが普通の姿かも知れません。 
しかし、その弱さ、痛みの中から喜びと希望 

を発見し、生き生きと生きることができると思 
います。閉ざされた絶望の中にも、光がさす窓 
があり、孤独に身をもてあます「わたし」にも 
隣人がいることを気付かせてくれます。 
星野さんの詩と画から、私たちはそんなこと 

を感じます。星野さんがもし素晴らしい精神力 
の持ち主で、人の真似をすることのできない立 
派な人だったら、私たちは深い感銘を受けなか 
ったでしょうが、星野さんは傷つきやすい心を 
もち、抑えることのできない我がままや感情を 
もっている。そしてそれを素直に表現する。私 
たちが星野さんに親しみをもつ原因はそこにあ 
るようです。何はともあれ、唯一残された機能 
を働かせ、口に筆をくわえて花に寄せる詩と画 
を生み出されたことは、私たちにとって感動以 
外の何ものも禁じ得ません。野や庭に咲く草木 
の花の画、また、これらに寄せる詩には、生き 
ているどんなものにもそこに息づく生命を見い 
だし、限りない愛情を注ぐ姿が投影されていま 
す。 
星野富弘さんとその作品の存在を知り、著書 

に接した私たちは、さらに多くの方々と感動を 
分かち合いたく、「星野富弘花の詩画展」を 
開催することになりました。 

会長清水由来人 

は長寿の源/ 
ソビエトの生化学者がコーカサスの 
長寿者について調舟した結果 '殆ん 
どの人が「蜜蜂の花粉」をその生命 
力の秘訣にしていたことがわかりま 
した。これは花粉に含まれている栄 
養索が自然の健康食品として特にす 
ぐれているためで、搪竹50%、タン 
パク竹20%、脂肪10%、ミネラル2 
%、プロビタミンA、ビタミンB群、 
ビタミン（C、D、E、K、P)と 
大部分の栄養素が 
40補1以上も含まれ 
ているからです。 
籲精力増強♦疲労 
回復*ストレス解 
消•コレステロー 
ルの調整*風邪の 
予防*糖尿病の予 
防*更年期障害の 
排除*皮膚老化と 
肌あれの防止♦素 
肌の美容促進に… 

150g(約1力月分）¥9,800 (亍350円) 

話題の自然健康食品 

:ツバチ花粉(ポ1M 
くお申込み方法〉 

\ご注文は•也,活かハガキ（•也活番号を叫此し 
て下さい）でお中込みください。 

I商品はご注文受付後1週問前後でお屈けし 
ます。 

.代金は商品到济後5 H以内にN封のftUV•用 
紙か現金逬留でお支払いください。 

II週間以内なら返品もできます。ただし、 
返送料はごください。 

くお申込先〉• 
ナチュラルヘルスフーズシヨツフ 

L13係 台湾館 
〒156東京都世田谷区松原5〜I〜8 

電話03 (324) 9925 (代） 
堂業時間：AMH:00~PM8:30(gBMB##) 

ボボ； 
•ソヅ 

;s茶描 

，□こ 

粒胆級を 
鞭血高品 

»«最食 

円円円ia 

oooooog 
〇 〇 〇务 

oogl^T 
Ioolof湾ま 

末)4)4台： 

粉ス胆、お 
ブニととて 

ハべ血なえ 

※ご来店歓迎//直接ご 
来店の方はその場でご試 

食ができます。その他' 

なんでもご相談ください。 

連日千人を超す入場者があり、会 

場となった百貨店からも感謝された。 

会場の一隅に、期間途中から感想文 

コーナーを設けたが、その感想文を 

Jie%んで涙する人たちもあった。 

市民には生きる目的を、心に体に 

障害を持つ人たちには生きる喜びを、 

多感な子どもたちには生きる強さと 
やさしさを、それぞれ受け取り方は 

違っても、生きるということ、人は 

生かされているということを痛いほ 
ど感じさせた十日間であった。 

閉店のチャィムが鳴っても帰ろう 

としない人たち。遠くはこの詩画展 

開催をテレビで知って、鳴戸市から 

来た娘さん。この娘さんは交通事故 

の後遺症に苦しみ、死のうとまで考 

えたが、感想文には「岡崎に来てよ 

かつた」と書いていた。また、夫の 

自殺で希望を失った奥さんが、涙を 
流しながら会長の手を握りしめて感 

謝する姿には、我々も感動せざるを 

得なかった。著書の売り上げも実に 

二百六十万円に達し、詩画展を終え 

ても、クラブ事務局、会長宅に届け 

られた感謝の手紙は膨大な数となり、 

それは二力月も続いた。 

その後、市内中学校ではこの「花 

の詩画展」をテーマに感想文、ディ 
スカツシヨンを行い、また、市民病 

院では看護婦さん全員で「生きると 
いぅこと」をテーマに論文を書き合 

つたとのこと。私たちが文字通り手 
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長寿、健康、スタミナに 

花粉を 
食べよう！! 
★花粉は植物の生命源（精子） 
★ハチミツやローヤルゼリーの 
もとは花粉 

★スタミナの語源はギリシャ語 
のスターメン（雄しベ、花粉） 

★パーフヱクトフードと呼ばれ 
るほど栄養のバランスが良い0 

•本品はスウェーデンで開発された花 
粉エキスを成分とし、花粉の固い 
殻やアレルゲンを除去して、消化吸 
収しやす < した栄養補助食品です。 

•1gづつのパック包装で、いつで 
も、どこでも召しあがれます。 

(定価） （会興特価） 

1箱60包9,800円 + 8,000円 
♦送料サービス、お支払は現品到着 
後1週間以内 

•振込先/七十七銀行卸町支店、蔷 
通預金口座番号0100633/富士銀 
行赤坂支店、荇通預金口座番号68 
6-328 

•お申込先 
仙台市卸町3-1-15〒983 
TEL (0222)84—2081 

産経商亊株式会社 
東京都港区赤坂3-21-6河村ビル3F 
〒107 TEL (03)588—0778 
産経商亊腾)東京営業本部 

•お申込みはハガ 
キに左記の要領で 
本社もしくは東京 
本部宛お申込み下 
さい。 

発売元東菱新薬株式会社 
総代理店産経商事株式会社 

社長木村豊治(仙台中央LC) 

ごごご金数品 
所氏住額置名 
属名所 
ラ へへロナ 
イ 丨ボ 
す 一ーャレ 
ご 円個ルン 

名 

づくりで行ったこの「花の詩画展」 

が、このよぅな大反響を呼び起こし 

たことに大きな誇りを持つている。 

岡崎市教育長から、 

「我々教育者ができなかった——、 

近年著しく変化、向上し豊かにな 

つたと思われる日本人の食生活、食 

文化の多彩な変化の中で、食器に関 

心を持ち、器を楽しみ、暮らしの中 

に美を見いだし、食生活を豊かにと 

考える人が多くなつたことは、大変 

やらなければならないのに。ょくや 

つて頂きました。私たちの力なさ、 

恥ずかしい気持ちでいっぱいです」 

との言葉を頂いた。 

(美容用品卸•店舗改装.50歳) 

中澤昭| 
-^-(東京番町r)- 

結構なことだ。しかし、気になるの 

はインスタント食品の氾濫である。 

それも時と所によっては、この便利 

さが救いとなり、助けともなる。が、 

困つたことに、この便利さと忙しさ 

を理由に、少しも手をかけずに子ど 

もに与え、親自らも平気で食べてい 

る。このよぅに親の愛もない食べも 

のは、もはや「食物」ではなくなっ 

ている。ただ便利さと利潤追求のみ 

に作られた容器は「器」とは言わず、 

ただの「入れもの」である。そして、 
この入れものに入れられ、手をかけ 

ることもない食べものは、「食物」 

ではなく「エサ」である。世の母親 

たちは、せつせとエサを与えている。 

エサとは人間の食べものではなく、 
動物の食するもの、従って我が子を 

野獣化飼育している。恐るべき家庭 

内暴力、校内暴力が起きるのは当然 

だ。インスタントものを与える時は、 

せめて「入れもの」ではなく「器」 

を使い、手を加えて「食物」として 

与えてほしい。ただ便利さのみに作 

られた文明の利器を、文化に変える 
ことができるのが人間であり、親で 

あり、私たちの責任だと思う。 

私たちのアクティビティも、とも 

すると「エサ」になつてはいまいか。 

目と耳と足で奉仕の声を探し、その 

声にこたえ、心が通う温かい「食 

物」のアクティビティを、と考える 

のは私だけではないはずだ。 

(陶磁器卸小売業.50歳) 

器と入れもの食物とエサ 
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マレーシアの 

ライオンズを訪ねて 

児島聰介 
(岡山県•津山P) 

左からKダニイ•チン、ユソフ会長、K児島、許文良幹事 

マレーシアの首都クアラルンプー 

ルを訪問して、308-00地区ク！\|ヮル 

ンプール•ホスト7,I会長ほか二名の 

方とお会いすることができた。 

クアラルンプールは人口約百万の 

緑の多い都市で、近代的な高層建築 
が林立しており、高温多湿の熱帯性 

気候のため毎日三十度以上の日が続 

いている。おいしい果物の豊富な季 
節で、ドリアン、マンゴスチン、マ 

ンゴー、パパイア、パイナップル、 

バナナ、スイカなどがあつた。資源 

も豊富で、ゴム、スズ、油椰子、木 

材等が主産物。人種はマライ系、中 

国系、インド系、混血系など多種で、 

イスラム教が国教となつている。郊 

外にはゴム園、スズ採取場、バゾ— 

洞穴、レジヤーランドがあり、市内 

では豪華な回教寺院、王宮、国家記 

念碑、博物館、中央駅が有名である。 

マレ—シアは一九六三年に独立し 

た新興国で、親日的で日本企業の進 
出も目覚ましく、とくに自動車は八 

五打が日本車といわれている。 

午後八時に、市内の中華料理店に 

幹事が私を案内してくださり、早速、 

会長のJ?ガザリ•ビン•ダトー •ユ 
ソフよりクラブ•バナーを頂戴して、 

固い握手を交わす。持参の桃太郎の 

人形と記念バッジを贈呈して大変喜 

ばれた。 

会長は三十八歳の堂々たる体格で、 
マレー人特有の太い眉毛と彫りの深 

い顔立ちをして、明快な英語で話し 

かけられた。品格のある紳士だ。職 

業はアルミ関係の会社を経営され、 

年二回は日本に来られるそうだ。 

ビールを交わしながら、会長、幹 

事の任期は三年間、会員数は四十八 
名で平均年齢は四十五歳、結成二十 

五周年の記念式典を行い、アクティ 

ビティは記念植樹をしたと言われた。 

津山rlは三十周年を迎え、会員数 

九十名、平均年齢は五十五歳だと話 

すと、そんなに多くて例会がうまく 

できるかと驚いて聞き返された。実 

はマレーシアでは五十五歳が定年で、 

一般に五十五〜六十歳で退職すると 
ライオンズクラブも退会して、のん 

びりと余生をおくるのが普通である 

と。日本のライオンズも若い会員が 

さらに増えて、活発なる奉仕活動を 

展開したいものだと思った。 

異国の人とは言え、マレーシアの 

人は体格や容貌も日本人にょく似て 

いて、親しみを感じやすく、心と心 

との深いつながりができて、親善を 

果たし得たことを自負している。ど 

うか皆さんも機会をとらえて、国内 

はもちろん国外のブラザー•クラブ 

会員との友好を温めて、ライオニズ 

厶の高揚と世界平和のために貢献し 

ようではありませんか。(医師.63歳) 
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美しい中国人の心 

吉山美夫 
(山口県•周東P) 

東洋古美術 
屛風•書画•陶磁器•金工物•蒔絵 

日本•中国•朝鮮 

’不用品の局価買入れします 
•大量買入れもします•日本全国どこでもおうかが’レゝします 
•お蔵整理のお手伝いもします•秘密厳守します 

Ilfさこぃ買入れ専門（03) 438-1919 _ 
參東京•大阪•金沢•富山各美術クラブ会貝営業時間AM10:00〜PM6:00(日•祝日は休み） 

「留園」のウラ側 

7シティハイツ1階 

都営地下鉄三田線•御成門下車歩1分「 

zht rlU〒1〇5東京都港区芝公sn-2-17 

近ごろ日本人は、私も含めて感動 

したり、感激したりすることを忘れ 

かけているよぅに思ぅ。ところで私 

は、近ごろとても感動したことがあ 

る。それは、かの満州から肉親探し 
で帰郷した戦災孤児のことである。 

戦後三十八年、九年と経過してい 

る昨^^、親を思い、兄弟を慕って袓 

国日本に肉親を探し求めて帰ってく 

る人々のことを、新聞、テレビで見 

るにつけ、胸がしめつけられる思い 

がする。 

私が声を犬にして叫びたいのは、 

この人たちを戦後養育してきた中国 

の人々の国境を越えた人間愛である。 

戦後の動乱期に、乳飲み子を連れて 

帰ることは至難であつたであろう。 

帰るに帰れない。居るに居れない状 

態であったに&通いない。 

この敵国の民の子を中国人は温か 

く迎え、自分の子ども同様に育てあ 

げてくれた偉大な人々の恩愛を思う 

時、日本人は幾ら感謝しても感謝し 

きれないものがあると思う。 

中国東北部(満州)と言えば、零 

下三十度も下る酷寒の地である。夏 

は高温寡雨の酷暑である。その冬夏 

を幾度過ごしたことであろうか。大 

事に育ててくれた恩人に手を合わせ 

たい思いがする。 

中国の民の生活は決して楽ではな 

い。いやむしろ、赤貧洗うがごとし 

と言った生活実態であったに違いな 
い。そうした環境のなかで、よくも 

まあ敵国の民を養育してくれたこと 

か。頭の下がる思いがする。 

我々日本人は、偉大な人類愛に満 

ちた中国人に対し、日本民族として 

感謝の誠をささげねばならぬと思う。 

さらに、その償いに立ち上がらなけ 

ればならない。 

私は二度にわたり中国を訪問する 

機会に恵まれた。一度目は上海、西 
安、北京、上海のコース。二度目は 

上海、蘇州、揚子江、上海のコ—ス。 

私が中国に魅せられたのは、心豊か 

な中国の人々に接したからであった。 

中国の人々の心情は誠実そのもので 
あり、うそのない民衆であり、信頼 

できる人々であったからである。 

こんなことがあった。上海で、隣 

室に泊まっていた山口県の人が西安 

に出発する日の朝、旅装を調えて空 

港に向かうためホテル前でバスに乗 

った。ところが件の隣人Aさんは、 

ベッドの中に五十万円を忘れてきた 

のである。が、置いたままの姿で無 

事Aさんのお金は返ってきた。人の 

物には絶対に手をつけてはいけない。 

それは中国人の道徳である。その道 

徳が完全に守られている、それが中 

国の現状であった。 
白粉や紅はつけない中国の素肌の 

女性、菜っ葉服を着て、労働帽をか 

ぶって労働に精を出している中国の 

男性。心の中は清らかで、美しい花 

が咲いている。ある意味において文 

明は低いかも知れないが、精神文化 

は至上のものがあるように思う。 

私はそんな中国を限りなく愛し、 
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IB 
クaレラさん ミナサンニ 

TEL075(36i)9 6O3振替•京都5-3732 
亍600/京都市下京区堀川通り花屋町上る（西本 
願寺北隣り）東京支店/TEL03(862)3960{ft) 

健康維持•朱養桶給に 

■SB健 
一泡壁破砕•特許製品^^許番号№1076130 

世 
紀 
は 
It 

ン 
ク 
□ 

サン，クロレラAは、クロレラ 
の細胞壁を95%以上破砕させ 
ることに成功。クロレラの最 
大の欠点と言われていた消化 
の悪さを解決し、消化率を倍 
増させました。消化率が高ま 
つたため、腸における卩及収率 
が向上し、肖腸の弱い方、お 
年寄リ、お子様でも十分に吸 
収されます。顆粒は飲みやす 
いスティック包装になりました。 

■11 

クロレラわな直 
わかさゴールド 
クロレラわかさ、わかさゴー 
ルドはC • G • F (觔物体成 
畏促進因子）を主成分とした 
クロレラエキス商品です。体 
調がすぐれず、早く元気にな 
りたい方などに特におすすめ 
します。サン•クロレラAと併 
用するとより効果が上リます。 ら 

〇 クロレラわかさ 
(ハチ蜜入り） 
1,000w 17,000円 

わかさゴールド 
(リンゴ酸入り) 
1,000mf 19,000円 

最高級品質のサロン•クロレラ 
製品を直販•お届けいたします。 

•クロレラ•についてt竿しい解脱害、«料など無料で 
お送りいたしますので、ハガキでお申し込みくださ 
い。なお商品のご注文も、商品名•数置•価格をお 
知らせ頂きましたら、送料当社負担でお送り致します。 

ライオンならではの 
国際親善 

檀上 栄 
(大分県•別府中央グ） 

(お申し込み方法) 

〇京都市下京区堆川通り 
花屋町上る 

〒株式金社サン•クロレラ 

回 」係 

ご住所 

お名前 

電話番号 
ご年齡 

ご相談又はご注文等 

•あなたのご.e兄•ご相W 
も係宛にどしどしお布せ下 

さい*おf$ちしております• 

また、そんな中国に心をひかれる。 
(社会福祉協議会会長.65歳) 

「東萊でも海雲台でもよいのだが、 

姉妹提携のできる観光地はないもの 

ですかね」 

一昨年春、別府中央7*Iと姉妹関係 

にある韓国釜山鎮rl会長金福一博士 

のご案内で、釜山市内の観光を楽し 

んでいるとき、ふと脇屋長可•別府 

市長(別府いでゆ7■?名誉会員)が気 

軽に口にした一言である。これが一 

年半の後には釜山—木浦間一千キDバ 

スの旅になろぅとは、神ならぬ身の 

知る由もなかつた。 

??金は、「海雲台、東萊は日本で 

いえば町に当たります。それより義 

弟が市長をしている全羅南道木浦市 

との提携は、いかがですか」と提案 
された。かつては日本への米の積み 

出し港として有名だった木浦市は、 

歌謡曲「木浦の涙」でも聞こえた韓 

国有数の都市である。別府市とは類 

似点が多い。なにより^金のお陰で 

成否の見込みは、すこぶる明るい。 

早速、各種団体、市議会にも相談し 
たところ、韓国とは一衣帯水、友好 

厶—ドも盛り上がっている折、大賛 

成といぅ返事であった。順天市長か 

ら栄転したばかりの安周樊•新木浦 

市長は、調印をする以上はぜひ十月 

一日、「木浦市民の日」にしてほし 

い。また、木浦側からは早速、•準備 

委員を派遣する旨キッパリお申し出 

があった。 

調印団の編成と式典の準備に追わ 

れ、出発直前になって、ごく簡単と 

思っていた引出物のニホンザルの検 

疫には約一週間が必要と分かって大 
あわてするなど紆余曲折はあったが、 

然諾を重んじる両市長の熱心な推進 
もあって、予定通り三十二名とサル 

五匹からなる調印団が出発したのは、 
九月三十日であった。 

「木浦市民の日」大会の席上、五万 
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サンノ、。ウロの 

ライオンズ 

萩原栄一 
(東京板橋n 

補聴器 
專F惦でお求め下さい 

&) 
リオネット補聴器(国 産、 

ホナック補聴器(スイス製5 
レキストン補聴器（スイス製〉 
ボッシュ補聴器(西Kイッ 

ソニー補聴器(国 «) 

難聴といっても皆それぞれ耳の障害は 
違います。ちようど「メガネ」のように、 
誰にても同じ性能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 
性能のものがあります。專門知識の豊 
富な店で相談されるとよいでしよう。 

理Of産業株式合《± 
_«器センター 
東京店 

東京都千代田区锻冶町二丁目3 — 4 (〒101) 
国電神田駅東ロスグ(大和錤行前） 
ft(03)252-1558<ft) 日•祝日も営業 

藤沢店 
神奈川県蒔沢市藤沢10 6 2番地（亍251) 
tt(0466)26—6155W 水噃定休 

大阪店 
大阪市北区中崎西二丁目2—1(亍530) 
梅田駅柬•堂山交差点東スグ(東梅田八千代ビル1F) 

a(06)311-5205(ft) 第1•第3日墦も営業 

名古屋店 
名古屋市中区大項四丁目10 — 20(〒460) 
0(052)261 -3511代） 年中無休 

名古屋メルサ店 
名古屋駅前•メルサ6陷 
0(052)582-7111(内樣487)第3木M{定休 

静岡店 
醉岡市®匠三丁目18 — 25(〒420) 
tt(0542 )46-2311«ft)第1.第3日 «のみ定休 

沼 章 店 

_;S ;聿市大手町3 丁目33番1(亍410) 

0(0559)63 - 7233 日•祝定休 

金沢店 
金沢市高岡町1番35号(〒920) 
0(0762)62-2531^ 第1•第3日MS む営業 

福井店 
福并市大手三丁目7-1ニューまるせん3F (亍910) 
0(0776)22—4754(直通） 

津 店 
津市西九の内2〇番6号(亍514) 
n(0592)28-3117fft) 

岐阜店 
岐阜市金宝町二丁目3番地（〒600) 
0(0582)64 - 3846代） 日.祝日も営業 

西武豊橋店 
S橋駅前•豊撟西武（本館7階） 
0(0532)54 — 5779(直通） 木墦定休 

日本からでは地球の裏側ブラジル 

は、赤い土の地面が延々と広がり、 

とてつもなく広く続く。近年の夏一 
力月、と言ってもブラジルは冬であ 

ったが、社用でサンパウロ、リオデ 

ジャネイロに滞在し、出先きの友人 

の好意でサンパウロのライオンズの 
一端をぅかがぅことができた。 

ジャーデン•パウリスタrの幹事 

??ペンシリオに来て頂き、ホテルの 

レストランでワインを飲みつつ、当 

地のライオンズの話を伺った。 

ロペンシリオは年齢六十歳前後、 

品位、体格とも申し分なき紳士であ 

る。地区番号は76、全土のメンバー 

は三万人とのこと。当クラブの平均 

年齢は五十歳、会場はパウリスタの 
レストランを使用し、職業は弁護士、 

医師、企業経営者によって構成され、 

出席率は七五〜七八！Vとのことであ 

つた。例会の順序は、私どものクラ 
ブと同じようであつた。 

パウリスタ7■!はたくさんの貧しい 

ブラジル人のなかから、優秀な子弟 
を推薦してもらい、現在まで五人の 

医師を育てあげたことを誇りを持っ 

て話された。^一子校の成績が期末ごと 

にクラブに報告され、精進のほどが 

確認された時に送金され、現在、六 

人目の医師の育成に奉仕しているこ 

とに、私は深い感銘を受けた。 

また、私の所属する東京板橋7*?の 

情況も熱心にメモされ、次の例会で 

報告される由。私は日本からラィオ 

ンである証明を何一つ持參しなかっ 

たことに恐縮した。社用の合間の一 

夜ではあったが、メンバー同士とし 

て国際親善のでき得たことを、なん 

ともほほ笑ましく思い出されるので 
ある。 (パン製造.57歳) 

人もの市民の前で安•市長は別府、 

木浦両市の間で姉妹提携の行われた 

ことを告げ、脇屋市長は「長く友好 
善隣のょしみを保ち、相ともに前進 

しましょぅ」と祝辞を述べた。脇屋 

市長には名誉市民の称号が、私と口 

金には感謝杯が木浦市から贈られる 

といぅ光栄に浴したのである。 

式後、韓国を襲った温帯低気圧の 

豪雨のなか、名刹海印寺、大邱、慶 

州、釜山を経て帰国した三泊四日の 

バスの旅は約一千キD、延べ十一時間。 

高齢者も少なくない市、議会、商工 

会議所、観光協会、日韓親善協会支 
部、ラィオンズ代表一行は、両国ラ 

ィオンが橋渡しした親善厶1ドに感 
激し、一言の苦情もなく実り多き旅 

であった。 (日刊新聞経営.59歳) 
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产—ル足の冷えと疲れを防ぐ/ 

中山式アンゴラ 
あたたかい 
通热空気/! 通冊兌m層 1足3,300円 Biiganiia 3201 

©色はベージュ•グレー•ネイビーブルー（濃紺）达料奉仕 

⑱足のツポを刺激し保温すること 

により健康にみちびく健康ソック 

スです。©冷えは足から…素材に 

般“の保温力を持つ□イベルとァ 

ンゴラ•ラムウールを使い完全二 

爪編み（袋状）にしましたので保温 

効來は拔群/足を優しく守リます。 

©また符用中の序搾によリ独自の 

マイナス静屯氕を発生します。こ 

の筋屯スは健氓につながる屯要な 

ツボを刺激して疲労のf-p方と体力 

のMmに役立ちます。I*及涎性にも 

優れ足のムレやすい方にも安心/ 

健康スリッパ 健康ソックス 

施』I 

★健康管理の必^中山式産業株式会社ぬ」めノバ/m 
総合メーカ—^^^〒io3東京駅八重洲中央□正面ひ二夕-へ 〇〇 voOo) 3300 

(ウラ）一 
おおお個商 
霱なと 
話まこ数品 

彡ろ爵 
ij S 
ガ 
t 

I f|腰やお腹が楽になります/ 
迦£猶1^■ヨ—ツー型 
胴回り…M: 70〜90〇»、6,900円 iliiKgllia 207 ! 

ブ L :85〜lOScnu 7,900円 BiilSgHga 20r. 

iSW※色/茶•若箪、〈磁石6列24個つき〉 

㊃伸縮自在の特殊加工のパイル生地と永久磁石で血行が良くなり、コ 
リや疲れが消え、腰やお腹が楽になる新タイブの腹巻です。⑱マジッ 

ク装置付…符脱はワンタッチ/サイズの調節も20cmくらいまで〇山/ 

保温力に優れたパイルル:地が、腰やお腹を快くリIき締め、しかもムレ 

ません. ★中山にんに < つき 

^~ ハ -1 電気も薬ち使わす、背中スツキリ/ 

2球式• 4球式2点セット5,900円•送料奉仕■&娜尚1051 

(§発売以来、500万台も売れた押圧健康器です：⑱使い方は簡単です 

•••本器の上に上向きに崧て、竹すじにそって徐々にずらすだけ/固く 

なった筋肉が、诹力ある球頭でぐっと押ばさルその快さは格別/血 

行がAくなり、疲れやコリが解消されるからfit氓にも大変Aいのです。 

® 2球式は…竹• )3のツケ根用、4球式は…背中や腰の押圧用です。 

★健康読本w背骨百一話〃つき へ 

1足3,300円■alStiilia 1_41; 

㊃老化は•足の袞えから…中山AfiE氓スリッパは、約1000個の天然ゴム 

の突起で、疲れのたまりやすい上踏まずや足斑を快く刺激して血行を 

良くし、疲れを解消して足腰を丈夫にします。®運勳不足の解消に… 

病氕问復期の運勐がわりに立ち仕事やちょっとした外出にも…… 

L_25.0cm 以上 

_1 I 考料^: l I ゾ 
U.」丨TTT—療f平v25■号1I 11 

天然ゴムの突起が足表を刺激 はくだけで健康に 

.mo時 

お申込みは今、すぐ/ 現品急送します。代金後払い 

のんだ後のニオVを造 
放したスタミナ健康食 

わか*9やす 
背骨健康法 

松原英多 

]□_都中央区八重洲 
. 19リ43 

〇中山式産業株式会社 

1 [n_ライオンズ②係 
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執筆者•衫ウィルソン 

しい組織の建設に、創設者のメルビ 
ン•ジョンズやその他の人たちとと 

もに携わることになろうとは、夢に 

も思っていなかった。 

一九三二年、一月の第一週のこと 

である。ミズ—リ州の実業学校を卒 

業した私は、世界恐慌の真っただ中、 

就職先捜しにやっきになっていた。 

とある職業紹介所で、「ラィオンズ 

国際協会が求人しているから、行っ 

てみてはどうか」と言われて、早速、 

出向いてみた。そこには二十五人以 

上の人が職を求めて集まっていた。 
結局、面接担当者の白羽の矢は私 

にたてられた。が、だからと言って 

すぐ採用というわけには行かなかっ 

た。総幹事であるメルビン•ジョン 

ズ氏の眼鏡にかなわなければならな 
いのである。 

ジョンズ氏の部屋に通され、面接 

に当たったミラー氏が私を紹介する 

と、開口一番、彼は大きなはっきり 

した声で、こう言つた。 

「若すぎる//」 
しかし、ミラ—氏は私を気に入っ 

てくれたらしく、試しに雇ってみて 

はどうかと、しきりに頼んでくれた。 

ジョンズ氏はしぶしぶと承諾したも 

のの、決してそれを後悔することは 

なかったと、私は自負している。次 

第に私は重く用いられるようになり、 
数々の業務を任されるようになった。 

後になって、よくこの最初の出会 

いのやり取りが、ジョンズ氏と私と 

の間で話題に上ったことである。 
こうして私は、その年の一月六日 

から、ラィオンズ国際協会に勤務す 

ることになり、まず、記録•財務部 

に配属された。 

ここに骨を埋めよう 

一九二〇年代以前の生まれでない 

人には、このころの大恐慌がどんな 
にすさまじいものだったか、ちょっ 

と想像しかねるだろう。私が勤める 

ようになって間もなく、アメリカ中 

の銀行が窓口を閉鎖してしまつた。 

一時的に閉鎖しただけですんだとこ 

ろもあつたが、多くは二度と業務を 
再開することはなかつた。まるでお 

金がなくなってしまったようだった 
あったとしても、ほんのわずかだっ 

たのだろう。 

ラィオンズ国際協会には資金の蓄 

えもなかったし、山積みされた請求 

書は支払い期限がとうに過ぎていた。 
それでもメルビン•ジョンズ氏の信 

望のお陰で、どうにかこうにかやっ 

ていた。毎日毎日、郵便物を丹念に 

のぞいて見ては、あるいはそこに小 

切手でも入っていれば、職員の給料 

や印刷費、諸経費の支払いができる 

のにと思ったものだ。結局、そうい 

った支払いは後回しになった。 

当時、三千クラブに七万五千人ほ 

どの会員がいたが、事態は深刻にな 

るばかりで、クラブは半期一人当た 

り二•二五％の会費の納入すらまま 

ならないのだった。こういった苦し 
い時こそ、真のリIダIシップが評 

価される。メルビン•ジョンズが、 

世界が生んだ優れた指導者の一人で 

あることを、私はすぐに理解した。 

勤め始めるとすぐ、そしてずっと 

長い間、メルビン•ジョンズも私も 
朝食もそこそこに家を飛び出し、七 

時半に事務所で落ち合うと手早く打 
ち合わせをして、すぐに仕事に取り 

世界最大、そして最も活動的な奉 

仕団体=ラィオンズクラブ国際協会 

の生みの親、メルビン•ジョンズー、 

この私ほど彼とともに歩いた道のり 
の長かった者は、だれ一人として外 

にはいないだろう。もちろん、彼の 

夫人を除いてはの話だが……。 
どうしてそうなったかつて？ そ 

の質問に答えるには、まず私自身の 

人生について少し話さなければなら 

ない。 

「若すぎる//」 

あれは一九二八年のことだった。 
クリスマスも間近に迫ったある寒い 

夕暮れ時、私はルイジアナ州の.プレ 

イン•デーリング7*Iのメンバ—が、 
貧しい子どもたちにクリスマス•プ 

レゼントを贈っている姿を、今も鮮 

やかに思い起こす。当時十六歳だっ 

た私は、自分の人生が、不幸な人た 

ちのために無私の奉仕をするライオ 

ンズクラブ国際協会といぅ、素晴ら 

The Lion *85. 2月号 70 



メルビン•シヨンスと 
とも[こ歩んだ日々 
一MY LIFE WITH J\\duin ^on^± — 

W • L •ウイルソン 
(前国際協会事務総長•ルイジアナ州スブけングヒル谷ラ） 

蒙 
かかったものだ。 

そして必要とあれ 

i■'ば、夜遅くまで残 
炫って仕事をした。 

_ン羹なことがあれ 

_V3ば、土曜も日曜も 
なかった。しかし、私はただの一度 

も残業手当てといったものをもらっ 

たことがない。今でもよく思い出す 

のは、ジョンズさん(私はいつもこ 

う呼んでいた)が、ある時、 

「君はよく働いてくれるから、週給 

十八ドルを二十ドルに上げよう」 

と言ってくれた時のうれしかった 

こと。その後、何回か昇給があった 

が、この時ほど喜び勇んだことはな 

もっといい給金をくれる働き口を 

捜せばないことはなかったが、•六力 
月もするうち、ラィオニズ厶は私の 

骨の髄まで染み込んでしまっていた。 

きっと創設者や他の多ぐのラィオン 
たちもそうだったのだろう。私は、 

「ここに骨を埋めよう」と腹を決め 

て以来、持てる限りの全てを出し尽 
くし、そして四十六年と半年の後、 

■ 
__こ 

£ ■■-•.uIllar」.-* \ 

一九七八年、東京で開催された感銘 

深い国際大会を機に、事務総長の職 

を辞した。惜しむらくは、創設者メ 
ルビン•ジョンズの臨席がかなわな 

かったことである。 

まさに多読の人 

「メルビン•ジョンズはほんとうの 

ところ、どんな人物だったのか」 

と、よく尋ねられる。ジョンズ氏 

とローズ夫人は子宝にこそ恵まれな 

かったが、夫人はそれは素敵な女性 
で、ゴルファーとしてもその道では 

注目を浴びていた。ラィオニズ厶が 

ジョンズ氏の人生のすべてだったが、 

彼も名ゴルファ—だという噂も耳に 

していた。しかし、とうとうただの 

一度も彼の名プレ—を拝見すること 

はなかった。 

彼の関心はただ一つ、ラィオンズ 

国際協会に向けられ、ほとんど取り 

つかれたようだった。当時としては、 

それはもう高い教養の持ち主で、主 

に読書を旨として、あらゆることを 

よく勉強していた。書籍類から、各 

社の新聞を毎日、そして雑誌、小冊 

子類に至るまで読みあさつていた。 

そのせいか、その当時、そして以後 

の世界情勢が、ライオンズ国際協会 

の成長と発展に直にかかわってくる 

ことを敏感に感じとっていた。 

とにかく、メルビン•ジョンズは 
じっとしていられない性質で、常に 

何かをしていた。彼の不屈の精神は、 

他に比べようもないほど、それは彼 
の生い立ちから来るものであったの 

だろうか。 

氏は一八七九年一月十三日、南西 

部の険しい山岳地帯、アリゾナ州フ 

才丨卜卜—マスで産ぶ声をあげた。 
時代はジヱDニモ酱長率いるイン 

ディアンの一族が暴れ回っていたこ 

ろ。陸軍大尉である父は転任を繰り 
返し、やっとミッドウエストの地に 

落ち着くことができた。そこでセン 

トルイスの公立学校を出て、イリノ 
イ州クインシ—の実業学校を修了し 

た。当時、弁護士を目指そうか、そ 

れともテナーをいかして音楽関係の 

仕事に就こうかと、迷いに迷ったら 

しい。その揚げ句、どちらにも決め 

かねて、ジョンソン•アンド•ヒギ 

ンズ保険代理店に就職、のちに自ら 

保険代理店を営むようになった。 

(つづく) 
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応募規定參会員•家族•ハガキ1枚に3句（首）まで#1人1枚•クラブ名、氏名、住所をお忘れなく •楷書でお願いします 
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森澄雄選 

□特選 

渡御の列進まず神は急がれず 
(三重県•桑名)山口 圭子 

(評)夏祭、いま神輿の長い渡御の列が 
ゆつくりと街中を渡つている。「進まず 

神は急がれず」の表現には、そのしずし 
ずと行く渡御の見事さと同時に、多少の 

じれつたい思いもあろぅ。 

飛び立ちし姿に鴨とぅベなひぬ 

(奈良県•大和高田)岡本誓山 
(評)湖に浮かんでいる時はそれと分か 

らなかつたが、飛び立った時、少し不器 
用なたわたわと翔ぶ姿で鴨と分かつたの 

だ。鴨独特の飛翔の姿。 

砦めく庭の藪巻湯治宿 
(岩手県•盛岡不来方)熊谷かず子 

圆籠吊って炭焼き小屋暮し 
(新潟県• ％田)高橋向山 

すさのある茶室のありて冬木立 
(茨城県•猿島)飯田ひでを 

宿出でてひたと山気や薬喰ひ 
(愛知県•名古屋癸)稲吉楠甫 

二三日渡り疲れの浮寝とも 
(富山県•硬波)小中勿思 

目を細め本読み早し日向ぼこ 
(兵庫県•尼崎ゥェスト)西中美代志 

烏瓜高懸りして瀧の道 
(大阪島之内)大澤美代女 

禪林の笹鳴つねに藪ごもり 
(大阪府•河内長野)藤林山人 

丈艸の書に日の及び冬庵 
(大阪府•岸和田)桜井みょ 

口—プゥHィ客とて二人冬霞 

(大阪府•岸和田)徳岡富子 
顔ほどのリボンを髪に七五三 

(大阪府•八尾)鹰野鹰山 
枯菊の菊焚く庭に積まれあり 

(京都)宮本正雄 
絹ごしのごとき日当り花八ツ手 

(京都洛陽)澤村越石 
紅葉寺まで郵便夫登りゆく 

(奈良)松尾 柊 
句日記となりし日もあり日記果つ 

(岡山県•備前三石)桑原松代 
むっつりと着ぶくれてみな渡船待つ 

(福岡県•北九州洞海)松本隆吉 

不信感深まりてゆく核の世に何を信じ 
て庭石を組む 

(¥示麻布)柴 吉治 
年明けとともに行われた米ソの外相会 

議では、とにかく核軍縮の話し合いを今 
後も続けよう、ということで、一應の相 

互不信が一時たな上げの形になった。 
この作者は庭師を生業とする人ででも 

あろうか、日ごとにつのる不信感にやり 

きれない思いをおさえて、作庭の作業を 
統けているのであろう。「何を信じて庭 

石を組む」がよく効いている。 
たくまず飾らず、素直に心情を吐露し 

たところがよかつた。 
現代という時代を生きる人間の、生の 

証を一首に定着させることが短歌だ。 

編集部選 
書/猪口満男(北海道•岩見沢中央r) 

灯台につづく坂道海女達は声はりあげて 
あわび売りおり 

(北海道•札幌北斗)山下忠行 

風化せし店の看板大いなる昔の文字をぅ 

かび顕たする 
(青森県•弘前)エ藤邦男 

ぅぐいすの鳴く仁田峠上り来て深山つつ 

じの花に埋もる 
(宮城県•栗駒)沼倉 実 

骨つぼを見送りて立つ火葬場に枯葉のま 

ろぶかすかなる音 

(宮城県•仙台エィト)兒玉 久 

砕石を運ぶダンプの群れ行きて夜明けの 

町に静けさ戻る 

(栃木県•佐野中央)田ロワタル 

台木にはやや重からん芽を継ぐ老に日溜 

りはすでに春なり 
(■麻布)柴 吉治 

寝たきりに二年過ごせし伯母なりき柩は 

紅葉の武蔵野を行く 
(東京荏原)大湯邦代 

ょり添いて咲けばひそけき鉢菊にしみじ 

みあたれ冬日のひかり 
(京都ィ—スト)七里政之助 

逝きませし父の古りたる冬帽子置きしま 

まなる今年も暮るる 

(奈良県•生駒)有山城麓 

戦に我が青春を過ぎ来しを寂しむごとき 

コオロギの声 

(山口県•光)中谷芳治 



きりとり線 

C l-E-l 1985 0-11 

<人|の邰のベンダント〉の俊文な^形はと 
んな装い;:もマッチし、その：^ uiあふれる^し 

さは、限りない^をもたらす贈物としても^ 

適です。 
〈.人hの都のペンダント〉の価格は、わずか 

一二、〇〇〇円。これほどまでにm巧なでづ 

くりの1C飾品としては、人変にお求めやすく 

なつております。 

本作uiは、中：E •北Wの疗飾公dで削作さ 

n、！E.I社のみが提供できる限定版ジユ 

エリーです。デ。ハ—卜、.流•：K飾M/ではお求めに 

なることができません。お屮込みは、お•人様 
.点限り。〈•人hの邯のペンダント〉のご購入 

をご沿^の"は、/.-:,11!の'^約屮込|«:||に必要 
•jvmをご.，.-.L人のぅぇ、！ E • I杜へお送りく 

ださる^:成梭お屯沾でお願いいたします。 

電話〇三.四三四.〇八一一 
>金BV日の午前9時1午後5時のMお受けします 

•r-fィンペリアル•エンタ—。フラィズ株式会社 
〒/l.*:*fir»i§K 浜松町•IH し洛..へ,.;• 

r>f!E.luインペリアル.エン?—ブライス执の略«.です' 

予約申込窨 

”込尤 
ィンペリアル土ンタープラィ.ズ株A八•ム社 

〒10591取.:.•小ffl;沿 K 芝#1;他；J私^:?{1102:*/ 

私はI |~000円の〈天上の都のペンダント〉(七粒の 
真珠をセソトしたスタ—リング•シルバ—製)を申込みま 

す製品の代金は、製品とともに送られてくる払込みの 
案内にもとづいて支払ぅものと了解します 

•製品は'申込受付の約I力月後にお届けします。 
•製品お受取り後二週間以内にご返送くだされば、 

返品•お取替えに応じます 
瑕疵品に限り、当社が返送料を負担します 

お名前(フリガナ) 

m 

年齡 ご職業 

ご住所(一丁 ) (《道府県名： > 

お電話( 丨 丨 ) 

中国の伝統の粋を極めた宝飾芸術 

〈天上の都の。へンダント〉 
礼rl色に輝くし粒のif(珠。 

中：E: •〇〇〇年の3統を受け継ぐ 

"無限結び，の銀チェーン。 

•人kの邰からWいた、:+:福を象徴する 

积Mな乒づくりの、、シュエリー。 

■敝密限.：/E版ジュェリー ■お一人様一点限り 

■価侪はわずか一…、〇〇〇円 

屮Mの1C飾is術は、!»:界に頌を兄ないぶH.V 

らしい技を、^在まで変わることなく(A-えて 

きました。3統に鸱かれた-T-づくりの銀細.L 

の技は' 他の㈤々ではすでに失われ、今や中 

1:にのみ//-在する芸術です。そのIIILハ稚な^し 

さは、多くの入々を魅fしてやみません。 
〈•人.！：の郎のペンダント〉は、その(A-統ある屮 

一:1?:飾^術の枠をつくしてつくりあげた、^ 
龃なジュエリ—です。3説の中で、.人hの浆 

一一に1-:まれた-心といわれる),i-珠。永遠の 

を象徴する"無限結び，の銀細L。このふたつ 

の乂を、屮ll''.lfi;統の膦人•«.-ムでつなぎあわせ 
すべて-T-づくりで仕hげたこのペンダントは、 

まさに'大.1.:の郤からの贈物だといぇましょぅ。 

ペンダントは1.ハ粒の^珠をスタ—リング•シルバ 

丨(*925銀)の-f-づくりの鎖てつなぎあわ 

せ、その先には、しずくを象った銀細L。しず 

く^の屮央には、さらにひと粒の^珠がセツ 

卜され、特にデザィンされたもぅ-つの無限 

結びが、そのNりを^龃に取りMんでいます。 



堀江志義雄（一夢庵一志) 

福并葵r 

団体役員 

ノイ4ンぶ 

ギャラリー 

人の一生には、それぞれの年代、それぞれ 

の時期、それぞれの日に、それぞれの感慨が 

あります。そして、道には作法があリます。 

私の描く№1:には、作法がありません。ただ 

あるのは、章：心無我の境地だけであります， 

例えば、茶iisLには一年I年の措占のtil違があ 

るといわれますが、俳！；にはこの相jMがあリ 

ません。十年やっても、初心に及ばない場ん：： 

も多いものです。初めて描いた絵を、十年後 

にも描けるとは限りません。これが俳画とい 

うものです。4■年一日の如きところから、^ 

は破られると思います。俳画には、俳句がな 

ければなリません。俳圃は見る人に心のひろ 

がりを与えなければ、俳！；とはいえません。 

今日描けても、明日からも描けるかどうか分 

かりません。俳^も、今日詠めても、明日も 

泳めるかどうか分かリません。そこで一^ 

紙の上まことの心で筆はしる一志 

(ほりえしぎお.68焱) 



会 

Kプチ 
堀 I 員 

三頓ャ々員 
順道チ会役 

丨本阪阪元社 
宮大大二会 

一九三七年、上野の美校人学を父の厳命で 

断念、泣く泣く旧制商工へ、実業の道に人生 

をiiぶことになった。が、絵に対する憧憬捨 

てきれず、絵とのつき合いも今や五十六年。 

一/L七五年に大阪道顿堀t，に人会。以来、 

奉仕粘神に培われ、七九年のチャ—夕！ナ 

ィトニト周年記念事業の一環として、大阪府 

社会福祉センターに七ンX五:;の^画を寄贈。 

これを皮切りに、同所に十六占,,〇翌年に高槻 

ミス•ブール記念養護老人ホ—ムに七点、八 

〇年、邑久光明[1に二点、生野の旅立ちの家 

に一点、八二年、国立民族学博物館に三点、 

八四年春、国立文楽劇場ォーブン記念として 

同劇場に十点、昨秋は、国立民博に五点を献画。 

昨年末までに献•_総計二千七百号に達した。 

これらは我が国伝統献一Iである社寺絵馬奉 

納の故事にならったもので、「すべて芸術は大 

衆のものであり、私蔵、祕aすべきでない」 

といぅ建前。本音は、展'^のための出??のい 

らない拙画大作の処分方法。「虎は死して皮残 

す。私は死しても絵は残る」と、ホクソ笑ん 

でいるのである。 

(みやもとじゅんぞぅ.69歳) 



世界の一流ブラント》驚異的価格でご提供/ 

カシミヤ100% 

セーターの中でも最高のものといえばカシ 

ミヤ、優しい肌ざわりとぬくもりに、軽く 
着やすく、一目でわかる高級感、抜群の漕 
心地、加えて着る人の風格が備わります。 

オビ•ホースヘアー 

オビ•ビットクロコダイル 

ィタリァ最大最高級パック 
ルメーカー、日本ではお目 
にかかれない超高級品です 

ノくレンチノ •ガラメく一二 

ファッション性と機能性が 
見事にジョイントされた一 

OPo 

メンズ 

Rネック 

グレー注文No A 

紺 注文No B 

パストサイズ 
②③④ 
S M し 

レデイス 

Rネック 

グレー注文NoC 

紺 注文NoD 

バストサイズ 
①②③ 
S M L 

メンズ 

Vネック 

グレー注文NoE 

紺 注文No.F 

パストサイズ 
②③④ 
S M L 

バスト 

(cm) 

① ② ③ ④ 

72-82 78-87 84-94 90-98 

男女兼用 
S M L 

身長I50H60 

胸囲-80~ 

#*160-170 

胸囲—87- 

身畏170~180 

构囲-94- 

お電話かお八ガキで楽しいシヨッピンク 

籲お電話でのご注文 •おハガキでのご注文 

03(561)5151 
籲午前9:00〜午後5:00までお電話を 
お受けいたします。（日、祝日を除く） 

籲商品名 
•商品番号 
參数M 
參〒住所(フリガナ） 
参氏名(フリガナ）® 
•年令 
籲霄貶番号 

囹 

係 

〒_04 

㈱ 東 
才 京 
ム 都 

通 
森 
下 

中 
一央 

i区 
販 ビ ?京 
ル 12播 

ハガキに上図のように害き入れ、ご 
捺印の上ポストにお入れ下さい。 

•完全資任保証、配送中の破損等 
でご返品の場合は10日以内にお取 

替、またはご返品に応じます。ご 

返品の送料は当社実黄負担。 

修送料無料…ご注文承り後、10日 
以内にご自宅までお送りします。 

•代金は到着後7日以内に同封の 

振込み用紙にて当社まで。また合 

計金額代引配送もご希望により応 

じます。 

倌用と実«の0 M Cグループの通馆販光部 
門。 

心心オムコ通販 
〒104東京都中央区京撟丨8 12森下ビル 
TEL : 03(561)5151 



原搞を募集しています。500字程度におまとめのうえ、顔写真を添付してください。クラブ名、住所、年齢、職種もお忘れなく。 

宣教師5?ミッチェルの死 
川田重三 

(香川県•善通寺r) 

5;パガィ• S •ミッチェル——化1で 

あり宣教師でもあるアメリカ人。私の町 

にある四国学院大学(リベラル•アー 

ツ•カレッジとして、聖書を基礎として 

創設された)に着任され、教会で初めて 

顔を合わせた。やがて私の店に買い物や 

遊びに来るよぅになった。また日曜日の 

街頭宣教や高校生の英語のバィブルクラ 

スなどで、彼のへルバ—役を務めるよぅ 

にもなり、次第に家族ぐるみの付き合い 

へと発展した。一九六九年七月、七十歳 

で学院を退職され、神戸港より世界一周 

旅行を兼ねて帰国の途についた。寄港先 

から必ず絵葉書が届いた。 

その翌年のことである。思いがけない 
悲報に接したのは……。ご子息のケネス 

からのもので、「父母は一力月間の日本 

再訪の途次、テキサス州シヤーマン近郊 

でコンクリート橋に激突、二人ともに昇 

天した。他に#きぞえがなかったのが不 

幸中の幸い」というものであった。 

いつもこのシ—ズンになると胸が痛み、 

生前の諸々のことを思い出す。ある年の 

十二月のこと、高松港より三十分ほどの 

大島国立療養所に一足早いクリスマス慰 

問で彼に同行した時のことである。ここ 
はハンセン病患者の療養所である。目と 

鼻の先の海上に、忘却の彼方に忘れ去ら 
れたよぅな島があるとは……。顔面がく 

ずれ正視に耐え難いその姿に、慄然と立 

ちすくんだものであった。裏庭に立つこ 

れらの人々に半生をささげられたアメリ 

力人宣教師、エリクソンの胸像の前で、 

彼と共に感慨深く立ちつくしたのであっ 

た。 (家電製品小売業.77歳) 

健康長寿の翁 
吉山憲雄 

(静岡県.新居町1) 

大野藩(現•福井県大野市付近)代々 

の家老を務めた小林家第六代小林主税が、 

当寺の三界万霊塔の墓に納められている 

ことが分かったのは、五、六年前のこと 

である。主税は江戸詰めの家老で、文政 

七年十月帰途、東海道荒井宿(現•新居 

町)で客死、当寺に埋葬された。これが 

縁で現在の当主小林忠雄翁と昵懇になる。 

翁は元陸軍の将官で、終戦時は師団長 

であった。本年九十三歳、眼鏡なしで新 

聞を読まれ、今も多くの事業に従事して 

活躍している。『百四十歳への長寿、私 

の健康法』『健康長寿の秘訣』などの著 

書がある。先日も墓参のため立ち寄り、 

老人クラブの方々に講演して頂いた。翁 

は百四十歳までは生きると豪語しておら 

れる。医師を補助者として、忍耐と努力 

による意志力で、健康を闘い取るべきで 

あると言われる。人には個人•差があり、 

適応した健康法を選んで、これを辛抱強 

く統けることが絶対の条件だと言う。 

その例として、ふとんの片付け、体操、 

木刀の素振り、深呼吸、タヮシ磨擦、竹 

踏み、洗眼、コップー杯の水を飲み、酢 

卵、梅干を食べることを所用時間十五分 

で実行している。私も翁にあやかろうと、 

この健康法を実行して、もうかれこれ三 

年になる。 (住職.65歳) 

革の大トランク 

省 
尾山顕一郎 

(広島ニュlrl) 

昭和二十年八月八日、私は満州第五特 

殊勤務隊の隊長として軍装を整え、全員 

集合を命じた。当持、世界一を誇つた敵 

落下傘部隊の降下するハルピン飛行場を 

包囲し、切り込み隊を編成、待機するが、 

遂に敵を見ず終戦を迎え、それからは毎 

日、行軍が続いた。途中、亜城付近で大 

降雨に遭い、.またたく間に道路は泥沼と 

化し、馬が倒れて軽重車両は使用できな 

くなり、重要書類や将校行李等は、兵隊 

が背負って運ぶことになった。難行軍が 

続き、困ることとは知りながら重いもの 

から捨てて行った。その中で、家内が嫁 

入りの時持って来た厚い革の大トランク 

の将校行李を背中に縄でくくり付け、汗 

だくで運んでくれた兵隊こそ、元力士十 

両松島関だった。 

シベリアの目的地に着いたのは十一月 

三日の明治節。間もなく重労働が始まり、 

飢えと寒さのうちに日々を過ごした。三 

月初春のころだった。ふと行李の中にあ 

るハルピン仕立ての協和会服を思いつき、 

仲よしのソ連将校にプレゼントしたとこ 

ろ、大喜びで、それからは私の言うこと 

をよく聞くようになり、朝夕の点呼もな' 

くなり、四月の終わりには小生と所内勤 

務者は川釣りにも行けるようになった。 

全員が体力を回復し、気候もよくなり、 

作業にもなれ、食糧事情もよくなり、全 

てが好転して来た。二十二年春からB-本 
帰還が始まった。多くの人助けになった 

行李を運んでくれた兵隊、元松島関こそ 

忘れ得ぬ人。 (歯科医.79歳) 
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売上げ上昇•社屋を増設 
事実が効果を証明しています 

セミナー参加煎の私は、工事に対する付近住民の苦情処理に忙 

殺された。ところがセミナーでの教えに深い感銘を受け、社員 

も参加させたところ、毎月3、4件あった役所への苦情が皆無 

になった。お陰で役所からはほめられ私も本来の社長業に専念 

できるようになった。その結果財務内容も急好転し、業界不況 

の中にあって、昨年は本社々屋を増設することができた。 

また人前での話に自信をもった私は、商工会等多くの団体役員 

に推され、この線からの受註も増え大変なプラスになった0 

あなたは話し下手で損をしていませんか？ 

(柬京福牛/市ft田組社長島田弘道氏) 

効果的な話し方と 
人間_係改善セミナー 

•とにかく一度江川ひろしの話をお聞き下さい。人生が変わります。 

•どの会場も満員で、次回へお廻り頂くことが多いので、早目こお申込み下さい。 

(会揚•開催日） 

博多70期 大阪74期 礼幌26期 東京96期 

2月9.10.11日 2^16-17-180 2月23 -24-250 3月16H7H8日 

□TlriXI 一 〒ieo東京都新宿区西新宿Iの3 

所長/江川ひろし オハナシ 

•人間関係の悩みなど、 
いっぺんに吹きとびます。 

•500人の前でも話せます。 



ライオンズSf. 

LIONS NEWS CASSETTE 

日本レベルの事務合理化へ 

12月20日、東京.日本橋の日本ラ 

イオンズ連絡事務所で、日本ライオ 

ンズ合理化実行委員会の第1回会議 . 

が開かれ、委員長に久田孝•ガバナ 

一協議会議長連絡会議世話人が互選 

された。日本ライオンズ合理化推進 

委員会からの中間答申に基づいて、 

これをさらに具体化するために設置 

されたもので、委員は330 •久田孝 

(東京京橋)、331•宮崎英夫（苫小 

枚)、332 •大野泰一（盛岡不来方)ぐ 

333 •渡辺惇（習志野)、334 •木村 

義喜（大垣)、335 •槌橋秀一（神戸 

ホスト）、336 •梅原亨（徳山）、33 

1•喜多保（佐世保ブルー)。 

この日の会議では、先の中間答申 

を最終答申とすることを確認し、次 

の準地区および複合地区年次大会に 

組織変更に伴う複合地区会則の改正 

案および諸規則の改訂/のた、めの作業 

に取りかかることとされた。なお、 

日本ライオンズ合理化推進委員会は、 

目的を果たしたものとして、解散さ 

れることになった。 

三月、大阪でアイバンク•シンポジウム 

ライオンズクラブおょび日本眼球銀行協会主催にょ 

る第三回アイバンク•シンポジウムは、三月九日 

(土)午後一時から五時まで、大阪市•大林ビル27階 
で開催される。「アイバンク事業への今後の対応」に 

ついて討議するほか、講演、体験者の報告など、參加 
費四千円、パーティー六千円。窓口は335複合地区だが、 

ガバナー協議会議長連絡会議では各複合地区の参加は 
それぞれ自主的に決定するものとしている。 

ユニバIシア—ドに発展途上国選手招待 

ユニパーシアード神戸大会は一九八五年八月二十四 
日から九月四日まで開催されるが、ホストの神戸市を 

中心とした335-八地区では昨年の地区大会で、会員一 

人六百円をW出して協力することを決議した。その後、 
地区LCIF•アクティビティ委員会(岡田利秋委員 

長)が窓口となって、国際大学スポーツ連盟と折衝す 
るぅちに、GNPが千％以下の発展途上国の選手を招 

待するため、さらに募金のワクを広げたいといぅこと 
になった。このため、神戸市内の会員は一人六千円と 

し、335複合地区の他地区は一人五百円、他の複合地区 

会員は一人百円の協力金が求められる。ガバナ—協議 

会議長連絡会議では、各地区ごとに自主的に協力を決 
めることを申し合わせ、それぞれ第31回地区年次大会 

に諮られる模様。一九八五年は国際青年年、スポ—ツ 
を通じて世界平和に貢献し、国際交流の場をもつこと 

に意義を求めて、岡田委員長は少なくも十七力国から 
五十一名の選手を招待したいと、その計画と準備を進 

めている。 
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九五九年二月、北海道•東北•関東の全クラブ、対ガン運動基金に百万円を贈る 

1 
国隙理事会ニュース 

.国際協会が元地区ガバナー向けに発行している「ブ 
ルテイン」の最新号に、国際理事会が最近決議した事 

項が次のとおり発表された。⑴ライオン誌英語版を、 

一九八四-八五年度の十二-一月号をもって、40，か 

ら56”に拡張することを承認。⑵盲人の訓練と社会復 
帰に関するフイルムで、今は完成している「一九八〇 

年代の盲人労働者」の制作を承認。⑶終身会員の承認 
権を事務総長に委託。⑷ライオンズ糖尿病教育を正式 

な協会プログラムとして採用。⑸新しいライオンズ. 

アイバンク設立を援助するため、また既存のアイバン 

ク運営を改良し一般人の認識を深めるため、ライオン 
ズ•アイバンク•プログラムを採用。 

科学万博会場に車いす百台 

科学万博のつくば会場にライオンズクラブが建設、 
運営する「障害者•お年寄りセンタ—」は、三月十七 

日の開幕を目指して建設が進められている。このセン 
夕—には車ぃす百台が提供常備され、333-8地区のメ 

ンバーを中心に、毎日三十名のライオン、ライオネス 
がその貸し出しと点検整備、管理に当たる。また会期 

中、故•村上薰元国際会長が関係していた裏千家淡交 

晒蘇 
asp 

為 

十月八日、福岡市内の十九クラ 

ブが合同で、「覚せい剤•シンナ 

!薬害撲滅市民大会」を実施し 

た。この日は午後一時半、福岡市 

中央区の警固神社境内に、「覚せ 

い剤はぅつなぅたすなみんな 

の目」、「覚せい剤絶やせ町から 

家庭から」等のタスキをかけたラ 

イオン四百七十八人が参集、多彩 

な来賓を迎えて大会の幕を開けた。 

まず大会委員長^川島武雄(福岡 

福岡市内クラブ合同で薬害撲滅市民大会 

中央r)が、ラィオンズクラブ 

の薬害防止活動を紹介、市民あ 

げての乱用等の防止を力強く訴 

えた。続いて、福岡県警の山下 

和幸防犯部長の恐るべき実態報 

告があり、参加者一同、薬害樸 

減を心に誓った。その後、横断 

幕と県警ブラスバンドを先頭に、 

ミス•ィンタナショナル、ミス 

福岡の美女も加わり、參加者全 

員で繁華街をパレ—ド、沿道の 

市民に薬害撲滅を呼びかけた。 

(福岡博多中1.^小野原肇.発) 

徳島中央^ハ安富省二会長/ 

81名)では年度当初、一九八 

四-八五年度の奉仕活動目標を、 

336-A地区ガバナ1G岡元大 

三の方計に基づき、「心の奉仕」 

に重点を置くことに決定。一年 

間、これに従ってアクティビテ 

ィを実施する計画を立てている 

が、.そのィメージを強調するた 

め、クラブ理事会の同意を得て、 

下のよぅなィメージ:キャラク 

夕—を制定した。 

キヤラクタ—の図柄としては、 

イメ—ジ•キヤラクタ—を制定 

少年たちに人気のあるヒー 
ロー、スーパーマンをラィA 

オンに置き換えた。数本 ^ 
の手を広げているのは、/^^ 

一般社会に対する広いろT 
範囲に、その包容力をp f 

及ぼしたぃとぃぅ產1^\>ム 
を表している。親しみの 

持てる新しいラィオン像 

として、意外と大きな効果 

がありそぅである。 

The Lion ’85. 2月号 80 



各国語版 
ラィ分ン誌の珍W 
フランス語版『ライオン誌』は、 

さすがお国柄、映画の紹介、演劇 

の批評、コンサートの紹介などに 

かなりのページを割いており、後 

半はほとんど芸術に関する記事で 

埋まっている。 

その中でこの9月号では、表紙 

に取り上げられている、ドル紙幣 

をモチーフとしたタペストリー 

(壁掛け）が、メンバーの手によ 

るものだという記事が掲載されて 

いるので、それを紹介したい。 

「このタペストリーはフランス中 

部にある才ービュソンをラのメンバ 

一、Kジャック•ファダの手によ 

る2饺近くのもので、ユネスコが 

1万kで買い上げ、競売にかけら 

れることになっている。 

フランス国営放送のニュース. 

ショーでも紹介され、人々は2饺 

ものドル紙幣が画面いっぱいに広 

がるのを見て驚いたという。 

作者のジャック.ファダはパリ 

生まれの34歳。ブルターニュで美 

術を学び、オービュソンで美術の 

教師になった。幾つかの有名なエ 

房で修業した後、この伝統工芸の 

分野で独自の世界を開き、成功を 

収めた。また今回のドル紙幣によ 

って、すっかり有名にもなった。 

しかし、彼の真の目的は、一時 

の名声を得ることではなく、ジャ 

ン•リュカル以来、綿々と受け継 

がれてきたオービュソンの伝統エ 

芸の世界に新風を吹き込むことに 

ある。新しい才ービュソン•夕べ 

ストリーを作り上げること、これ 

こそが彼にとっての大きな仕事な 

のである」 

フランスの現勢は、850クラブ、 

27,293名(1984年11月30日現在)。 

海外不動産的由化と共に12年の実結 
有限会社 

海外不動産センター 
宅建取引主任者•ジエトロ賛助会員 

0(03)843—7731(代) 
〒110 91束京都下tf郵便局私游和第173号 
本 社舡京都台來区上野7 丁目3番9号| 

アルべルゴ上野6 F 
ハワイハワイ州ヒロ中央郵便局私書箱 
菜内所第4370号 

高級住宅地 
•所在地/ハワイ州ブナ地区ケアアウ 
•位置/ヒロ㈤際空港からホで13分 

lK_l，115m2 
(336坪） 290 万 
ローンもご相談ください 

H•ご購入に際しては、申»手研、SI己から管理まで 
k一切貴任をもっておこないます。 

,iTしい资Hをごか=«の"は.ハガキにVf 
kK芬を貼り.fl:所.氏UIf.職衷、屯,スを-二 

人のI,ごirt水ください. 

会の地元有志の協力で、センタ1来場者にお茶の接待 
が提供される。ライオンズの善意の場に、二年前に惜 

しまれながら亡くなった^村上の遺志が花開くわけで、 

百名余の淡交会会員がその準備に張り切っている。 
厚生省では、障害者と関連の深い児童家庭局と社会 

局が、ライオンズの「障害者•お年寄りセンタ—」の 
PRに、積極的に援助することになった。障害者団体、 

機関に対し、センタ—の趣意書、利用について文書を 
もって勧奨することが決まった。ライオンズとしても、 

それぞれのクラブが平素の奉仕対象としている団体施 

設に慟きかけ、期間中、できるだけ多くの利用者の来 
場が期待される。科学万博協力委員会ではさらに、国 

際的な障害者機関へのp Rも計画している。 

第一四半期アクティビティは五•五??*増 

<-7年度七-九月期のアクティビティ合計は二万四、 
八五六件(ぅち労力八、三四八件)、一六億一、二三 

九万九、九二九円に達した。前年同期に比べ金額で八、 
四七七万一、七三四円(五•五•打)の増加である。 

9 の土地は 
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ライオンズ情報のしおり 

蜜啬讎1話 

第17話資金の調達 

ライオンズクラブが地域社会の 

中で、人道的奉仕活動を効果的に 

推進していく上で、絶対に不可欠 

なものが、事業資金の調達計画で 

ある。その計画が成功することは、 

人道アクティビティを実施するた 

めの資金を生ずるのみでなく、そ 

の地域社会の全体が同志的に結合 

する、絶好の機会にもなり得るの 

である。 

資金獲得の運動が成功するには、 

次の3つの重要な要素がある。 

⑴うまくいく計画の遵択 

⑵組織の末端まで行き届いた配 

慮と効果的な広報活動 

(3)クラブおよび地域社会の積極 

的な支援 

計画の選択に当たっては、実現 

可能な募金目標を立てるべきであ 

る。一般市民の援助を求めるのに、 

クラブ会員が得をするだけのよう 

な印象を与えてはならない。地域 

社会が実際に求めているもの、そ 

れを実現するための資金集めであ 

ることを、前面に押し立てるべき 

である。そうすれば、より広範な 

支援とより大きな結果を得ること 

になろう。 

'資金獲得のための運動が成功す 

るためには、それにふさわしい組 

織づくりが必要である。しかるべ 

き委員長の下に委員会を構成し、 

担当を定め、計画の詳細を検討し、 

さらに進行日程表をつくって準備 

状況を詰めていく。物品を販売す 

る場合、その値段は損をしないよ 

う商売として考えること、とは言 

いながらほどよい客あしらいと適 

当なおまけもあってよいが、要は 

私情をまじえない態度が必要であ 

る。 

販売促進のため、あらゆる機関 

を使ってその計画を広報、宣伝す 

る。そして事業完了後は、支援者 

および募金協力者に感謝を示すこ 

と。記憶がまだ新鮮なうちに経過 

と結果をまとめた報告書を作成す 

ること。 

クラブおよび地域社会の人々の 

否をにぎる第1のカギである。金 

を恵んでもらうことはだれも好き 

ではないし、人々は寄付を求めら 

れることを好まない。 

事業計画の提案は十分に注意し 

て、まずクラブの会員に納得させ 

ることが大切である。最終的な決 

定は委員会に任せるにしても、ク 

ラブ会員の反応をみたり、提案を 

求めるアンケート調査をしてみる 

とよい。彼らf支持がなければ計 
画は進まないし、委員会が考えも 

つかなかったような意見や見方が、 

そこから飛び出してくるかも知れ 

ない。 

クラブがなぜ¥金するのか、ま 

たその資金は何に使われるのか、 

ということを一般に公表すること 

も大事なことである。そして、そ 

の地域の行事予定も調べておく。 

他の大きな行事にぶつかると、失 

敗する場合がある。 

こうした手続きを踏んで、物ご 

とは成功に導かれるのである。事 

業資金の調達は大切なことであり、 

愼重な準備を経て、初めてなし遂 

げられるのだということを忘れて 

意気と情熱が、資金獲得運動の成はならない。 

九六二年二月、日本ライオンズの会員数二万名に連する 

i 
十月会員増強の成果は|クラブI名弱 

十月中の我が国の新入会員は三、ニニ五名、退会者 

六四八名で、差し引き二、五七七名の純増となった。 

最新の国際協会統計によると、十月末の世界のラィオ 
ンズは一三五万二、七四一名、十月中に二万一、六八 

六名の純増である。これでみると国際協会もなかなか 
の伸びのよぅにみえるが、前期末の会員一三五万二、 

〇二六名から比べると、四力月間の累計増はわずかに 

七一五名といぅことになる。' 集計時期のずれもあるか 
も知れないが、我が国ではこの間に五つの新クラブが 

できたのに、世界では一一ークラブが減少しているこ 
とは、由々しい問題である。 

一九七五年十月以来の十年間でみると、日本の会員 
は三万八、四一五名(三四•七打)の増加、世界では 

ニニ万二、〇〇七名(一九•六打)の増加である。 

会員数に関する国際協会統計 

新入会員に対する退会者の割合は年々増加し、国際 
協会でもその対策に苦慮している。さきの国際理事会 

に提出された統計によると、世界の八地域別に新入会 

員一〇〇名に対する退会者数として、メキシコー三 
八•七名、以下中南米一ーニ•二、アメリカー〇一. 
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一括14,800円（送料共）、代金先払ぃ 

分割5,000円X 3回払い 
〈1回目のみ先払い: 

♦ 6力月品質保証 
♦返品不可、但し不良品はお取 
換えします。 

お申込みはハガキで/ 
みずほ ^ 

瑞穂工業技術研究所 
〒154東京都世田谷区弦卷5-20-24 
T E L03-428-1117 

TV、週刊誌で話題の 

みずほ電子緘」 

てか家庭で、職場で、車中で「八Mの効果ガ 
衣服の上からツボを手軽に押せる。 

電子铖は電池を使わず圧電パルスにより 
「ハリ」と同じ効果をあげます。 

yr 

しり.疲労が吹っ飛ぶ/)(長さ12§.太さ14圆.重さ703 厚生省認可済 
東用第I七二四号 

一、大洋州九九•三、東洋東南アジア九二•五、カナ 

ダ九一•五、西南アジア•アフリカ八五•六、欧州七 

八•五、国際協会全体の平均が九六•三名と発表され 

た。いろいろと考えさせられる数字であるが、さらに 

一九八四年六月末現在の在籍年数として、世界の会員 

の五三•七&：は一九七八年以降(在籍六年以下)、ま 

た七五打は一九七二年以降の入会で、一九六七年以前 

に入会した会員は全体の一五打という数字が示された。 

会員数の伸びが停滞する中で、脱落会員の歯止めがい 

つそう重要となつてこょう。 

ィア—バンク登録者は二、〇〇〇名に 

我が国唯一のィアーバンクは一九八一年一月、兵庫 

県に発足したが、335-八おょび335-0地区の会員が運 

営おょび資金援助を続けている。昨年九月末現在の兵 

庫イアーバンクの現況は、提供登録者一、九六五名、 

移植希望者二五九名、側頭骨提供者八一名、手術移植 

者一〇一名となっている。献血、献眼に比べて規模は 

小さいが、その貴重さは少しも劣らないと思われる。 

楽レぃ$3 
のための：.PW3 

魚食例会 

日本武尊が東夷征討の途次、こ 

の地で賊どもを焼き滅ぼしたとい 

ぅ伝説から名付けられた、ここ焼 

津はいまや東洋一の素晴らしい設 

備を整えた漁港として、また、遠 

洋漁業の基地として知られている。 

年間水揚げ高約八百二十億円(昭 

和五十八—)の実績を誇ってい 

る。 

このような漁業の町、魚の町に 

ふさゎしく、焼津1(久保田松雄 

会長)は九十二名のメンバ—のう 

ち、「魚屋さん」が三割弱の二十 

四名もいる。もちろん 一口に魚屋 

さんといっても、業種は千差万別 

で、百％以上のマグロをセリ人の 

声に間髪を入れずにヤリを突く仲 

買人、どの魚よりも形の美しい力 

ツオを土佐造りや生利節にする業 

者、さらにこれを本節にする鰹節 

製造業者、トンボマグロをカン詰 

めにするパッカ—、サバを塩漬け 

にして全国へ出荷する加工業者、 

北の海の原料をカマボコ、チクヮ 

にする練製品業者等、まさにさま 

ざま。 

そこで、計画委員会は来月の例 

会について打ち合わせをした。 

委員長世間では魚離れという 

ことが言われているので、「魚を 

食べよう運動」の尖兵として、 

「魚食例会」にしてみたらどうだ 

ろう。 

委員そうですね。本マグロの 

トロでは食费予算を大幅に才—バ 
Iしてしまうから、バチ、キワダ、 

それとカツオでいつたらどう？ 

委員長料理屋の刺身一人前は、 

だいたい百^だから、この倍みて 

おけばいいと思うよ。 
かくして「魚屋さん」メンバ— 

の協力によって、例会場に新鮮な 

材料と包丁が持ち込まれ、各テー 

ブルに色鮮やかな刺身が、きれい 

に盛り付けされた。食事に先立っ 

て仲買人が「魚の話」をして、魚 

に対する認識を一層深め、腹いっ 

ぱい刺身を食べて、楽しい例会に 

なった。 

片山勝彦(静岡県.焼津^\船舶 

計器販売業/56歳) 
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J [U 3团区I 网一。^ 
—『ライオンズ年SLより-- 

記載されている各クラブのアクティビテmm m3 I 

—『ライオンズ年鑑』より-- 

記載されている各クラブのァクティビテ 
ィ報告を、こちらで読み取り、それを内 
容別に分類し、さらにそれを労力の伴う 
ものと、そうでないものとに分け、コン 
ビュータに入力して、集計している。 
『ライオンズ年鑑1984』には、このほか 

31準地区別のァクティビティ構成比や10 

分類それぞれについて、8複合地区別と 
月別の集計を掲載しているので、そちら 
も併せてご覧頂きたい。 

ノ 

目 || で |1 見 る 

下のグラフは昨年度（1983 - 84年度） 
の日本ライオンズのアクティビティを、 
国際協会が定めたァクティビティ10分類 
に従って、分類、集計したもの。 
それぞれの数字は、毎月、全国のクラ 

ブからライオン誌日本語版事務所に寄せ 
られる『会員並びにクラブ活動状況報告 
書』（マンスリー•レポート）が、もと 
になっている。 
集計方法は、マンスリ ー•レポートに 

件数（うち労力） 金《 

13.269( 2.021) 1.651.320.626 

教育 4.631( 683) 825.953.878 

視力保護. 4.993(1.303) 283.946.792 

盲人ネ 

im 6.085( 4.584) 415.340.609 

国際サービス 7.578(1.322) 735.531.636 

聴力保護• 955(126) 64.946.051 

言語障害者彳畐祉 

しC 丨 F 2.119( 0) 116.811.761 

アジア• 

フォーラム 

>.273( 0) 79.468.615 

資金顚 1.610(1.610) 

77.223(27.870) 6.826.57 
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一九八三-八四年度アクティビティ 

項目別構成比 ライオン誌日本語版事務所集計 

フブ国際協会の 九六六年 



各国特許日•米•英•仏•西独•伊•加•豪•伯I 

立像 
レリ-フ 

今♦写、 

世界各国で特許を得た 
革新技術による格調高い 

真実迫真の彫像てす。 

賀寿•金•銀婚式等のお祝いに、叙勲受 
章のご記念に、又は学校、会社等の剣立 
者•功労者のご顕彰に最上と存じます。 

立体写真像の60年のあゆみと主な実嫌 
1923(大12)盛岡勇夫先生が立体写真像を発明 

1927(昭2)立体写真像の制作.販売を開始 

1929(昭4)秩父宮•同妃殿下御胸像、撮影* 

制作、東郷元帥銅像撮彩•制作 

1933(昭8)立体写真像株式会社設立 

1935(昭10)高橋是清像（特許庁正面玄閒設 

置）撮影•制作 

1937(昭12)パリ万国大博覧会に立体写真像 

制作方法につき出品•金賞受賞 

1971(昭46)第36代アメリカ大統領ジヨンソ 

ン御夫妻像、撮彩•制作 

1974(昭49)アメリカの元国務長官キッシン 

ジャー氏像、撮彩•制作 

1983(昭58)第39代アメリカ大統領カーター 

氏像、撮影•制作 

1984(昭59)第38代アメリカ大統領フォード 

氏像、撮彩•制作 

その他、元総理大臣、若槻礼次郎氏、斉藤実氏、岸信 

介氏、田中角栄氏、福田赳夫氏、鈴木蕃幸氏、中曽根 

康弘総理大臣の胸像、レリーフを撮彩•制作。 

立体写真像株式会社 
〒140東京都品川区南大井4-12-4 

e 東京03(761 )2758(tt) 

アフリカ救援はし01孖を通じて 

飢えるアフリカに対する関心は日に日に高まってい 

るが、単位クラブが奉仕の対象として取り上げるには、 

難しい問題のようである。そこでバート•メィソン国 
際会長は、各クラブあるいは会員個人が、LCIFに 

対して「アフリカ救援」という用途指定献金をするこ 

とを、地区ガバナーおよびガバナー協議会議長に要請 

している。LCIFでは、現地のラィオンズまたは国 

際的機関を通じて、最も有効適切に活用するよう、そ 

の対策を講じている。し01^^献金の方法等について 

問い合わせがあるが、国際協会への会費その他の送金 

用の五連式用紙(『幹事会計必携』161^の16号表)を 

用いて、その振込通知書ほか三票の左下隅の囲みの中 

の「2LCIF寄付金」の項に〇をつけて送金すれば 

よい•用途指定の場合はその行間に、例えば「アフリ 

力救援」と記入する。送金手続きその他について疑問 

あるいは苦情がある向きは、国際理事またはクラブ用 

品事務所に照会されたい。 

新しい奉仕活§ 

奨学金は労力奉仕 
「経済的、社会的条件にょり、優 

れた能力を伸ばす機会を得られな 
い者に、奨学制度に基づいて貸与、 

または給与される学資金」(小学 
館『日本国語大辞典』)である奨 

学金を、クラブ•アクティビティ 
として取りあげること自体は、決 

して新しい奉仕活動ではない。 
が、東京都内にある四クラブ 

(東京鳥越パミ東京新宿御苑^、 

東京墨東^、東京八王子^〇が、 
ゾーンを越え、リジヨンを越えて 

財団法人「愛のライオンズ奨学金 
財団」を共同で設立し、運営して 

いるところに、いままでにない新 
しい奉仕活動の姿とヒントが秘め 

られていると思う。この奨学金は、 
東京都内の高校生を対象にしてい 

る。経済的理由にょって修学が困 
難になった高校生は、校長の推薦 

を唯一の条件に、必要な金額が援 
助される。学業成績も、申請期日 

も一切問われない。 
従来、奨学金は金銭にょる奉仕 

と思われていた。大方のメンバー 
は、いまなお、そう信じているの 

ではなかろうか。実際、四クラブ 
の合同連絡委員会を通して、推薦 

の受付、面接、決定に至るまでの 
高校との打ち合わせ、関係書類の 

整理、送(返)金の処理、奨i 
資金調達、募金活動などの実務 

に携わつてみると、これは間違い 
なく労力奉仕であることに気付く 

のである。 
さらに、この奨学金アクテイビ 

テイは、我々メンバーに大きな夢 
を与えてくれる、〇マンあふれる 

ものである。と言うのも、退学ま 
でも覚悟したであろう高校生が、 

思いがけなくも人の心の援助を受 
けることにょって勉学を継続する 

ことができ、やがて卒業し、社会 
人となって、いつの日にかラィオ 

ンズに入会を勧められた時、一番 
に彼は奨学金委員会に所属を希望 

するのではなかろうか。 
奨学金制度は、丹精こめて育て 

る植物と同じく、手間、暇を必要 

とする。だからこそ、協同の業が 
求められるのである。奨学金とい 

う神輿の上に乗ってくる生徒は 
年々増えつつある。担ぐ人は四人 

(クラブ)、だんだん重くなってく 

る。理解ある担ぎ手の参加を待つ 
こと切なり。 

新井鐘次郎(東京新宿御苑r\国 

際法学研究家/59歳) 
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「忘れ得ぬ人」（77r参照）の原稿を募 

集しています。あなたの心に感動を呼び 

起こした人物について書いてください。 

字数は500字、住所、氏名、クラブ名、 

職種、年齢を明記のうえ、顔写真を添付 

してご投稿ください。 g鶴見忠一良 

投fill募集 

七月十二日、社用で中華民国 

(台湾)の台北市と高雄市に出 

張した大分東7•!のn伴誠一郎 

(写真)は、到着した早々、現 

地の煤山炭鉱で爆破事故があつ 

たことを知り、早速、台北市の 

ラィオンズを通じて、見舞金三 

万円を寄贈した。この事故は、 

n伴が台北を訪れる数週間前に 

起こったものだが、台湾国内で 

は連日のようにニュースで報道 

され、n伴も宿泊先のホテルの 

テレビでこれを知つたといぅ。 

そして、少しでも役に立ちたい 

と、ホテルに現地のラィオンズ 

クラブに見舞金を委託したいと 

申し出たところ、たまたまその 

ホテルの社長がラィオンズ•メ 

ンバーであつたことから、非常 

に喜ばれ、ホテルの従業員全員 

をロビーに集め、拍手を贈られ 

るほどの歓迎を受けた。また、 

事故後に台湾には、毎日、数千— 

人の外国人観光客が訪れており、酬 

このニュースは知っていたはず圓 

だが、外国人としては^伴が最_ 

初の寄贈であったらしく、現地圆 

の新聞にも、一人の日本人から圆 

炭鉱爆破事故に見舞金が寄せ.らj 

れたと、大きく報じられ、金銭の1 

多寡ではなしに、日本人のやさI 

しい心遣いが非常に高く評価さ111111111II 

れた。(大分東^足立英治•発)111111II 

I九七三年二月、世界の会員数、百万名に連する(百万人目の会貝はアメリカ、パ—ジニア•ビ—チ^の^バ—ナIド•アロイジヤス•ジル•ジュニア) 

i 
員•^?福田全宏(宇都宮南7'|)酬 

によると、十月二十四日、宇都1 

宮rが故人をしのんで追悼例会_ 

を催したが、その席上、故^鶴IIMIIIII 

見の奥様から五十万円のドネ—酬 

シヨンが寄せられ、酒井淳会長_ 
を通じて、栃木県アイバンク理麵 

事長でぁる333-00地区元ガバナ_ 

—e?佐藤貞夫(宇都宮西r)に1 

手渡されたという。 

アマン就任八日にしての急逝で 

あり、誠に無念です」 

静岡県•天竜rの^中川勝彦 

は九月三十日、心不全のため死 

去され、直ちに献眼された。歯 

科医師、81歳。豊かな人間性と 

温かい人柄によって磐周歯科医 

師会会長を務める一方、町会議 

員、天竜市観光協会会長、裁判 

所調停委員等を歴任された。ク 

11光と愛と生命 
11111111栃木県•黒磯7■!の^後藤博は 

|七月八日死去され、直ちに献眼 

|された。寝具販売、57歳。眼球 

_摘出手術に立ち会った味田基• 

圓黒磯rlアイバンク委員長は、故 

酬人を次のよぅにしのんでいる。 

_「細心大胆をモット—に常に生 

_業の繁栄を優先し、ライオンズ 

rを愛し、地域社会の重職を全ぅ 

_していた。『献眼もいいけどヨ、 

lllllnllll俺が第一号では嫌だぜヤ/』と、 

|生前口にしていた冗談が本当に 
圆なつてしまつた。ゾ—ン•チェ 

ラブにあっては昭和三十六年か 

らのチヤI夕I•メンバIとし 

て、天竜7•!の基礎を作り上げ、 

昭和四十四年にはクラブ会長と 

して活躍、間違ったことの嫌い 

な人だった。 

彦 
勝 

1 
ラオ 

栃木県•宇都宮rの^鶴見忠 

一良は十月十三日死去され、直 

ちに献眼された。旅館経営、63 

歳。333-00地区第8”の？尺委 
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会 

I年二月、大地震により被害を受けた 

クラブ会員刊行物 

周年記念誌のニュ！フIIス 

1 岡山県•御津rl(山田俊夫会 

_長/49名)は岡山東、岡山旭、 

晒両クラブのスポンサーで、昭和 

11111111111三十九年九月二十七日に誕生、 

|昨年、めでたく二十周年を迎え 

1111111111た。その記今0式典が九月二十三 

1111111111日、御津中学校体育館で開かれ 

義たが、当日の記念誌がュニーク 

麵だと話題を呼んだ。これは、体 

圆裁g体、菊判の全紙一枚という 

圆珍しいものだが、そうなった理 

由は記念誌の中身にかかわって 

くる。表面は形どおり式次第、 

あいさつ、祝辞、記念アクティ 

ビティ、出席者、会員名簿、過 

去五年間の歩みなどが掲載され 

ているのだが、これをひっくり 

返して裏面を見ると全面が地図 

になっている。地図は御津rlが 

所属する336-£:0地区(岡山、鳥 

取)を中心としたもので、後の 

利用も考えて編集したという。 

1、兵庫県•相生r S岡英一会 
I一長/47名)のクラブ会報『あい 

ぉぃ』は昨年度、335_0地区の 

S S 会報最儍秀赏を搜得し、その編 
I J 集は高く評価されている。ムフ年 

• 度もすでに二号まで発行してい 

Sr: •IP 

イオネスとライオン•レデイの一 

違いを解説、二号では相生rの酬 

歴代会長7-—マと同じ年度の地_ 

区ガバナ1テ—マなどを掲載1111111111 

しており、以下の号でもライオ1111111 

ンズ用語の解説やライオンズ名MHIIIII 

聊 るが、その中で"ミニ•スクI 称、スローガン、モットIの由 

llnllllル#という 一ロ メモが注目され 来などを順次載せていく予定だ 

_ る。一号ではラィオンズ用語の という。こうした基本的なこと 
1 使い分けとして、ゲストとビジ を知らせていくのも、クラブ会 

_ 夕1、スローガンとテーマ、ラ 報の大事な使命の一つだろう。 

一会報でミニ•ライオンズ•スクIル 

▽八雲寮完走ス 

著者/志賀俊紀(長崎県•口加 

r) 発行/地湧社B 6判 

本文123^定価千五百円 

副題'フルマラソンにかけ 

る精神薄弱の若者たち，が示す 

とおり、精神薄弱者更生施設. 

八雲寮aw志賀が寮長)の寮生 

が、別府大分マラソンに出場、完 

走するまでの日々を描いたもの。 

▽あしたを生きる「三島」の構図 

著者/川村博一(静岡県•三島 

3 B6判本文220r 

三島に生まれ育った著者が、 

一身上の都合で昭和五十八年に 

職を辞すまで、四年間務めあげ 

た市会議員生活の中で、考え、 

発表したものを中心に、明日の 

三島を建設する糧としてもらい 

たいと刊行したもの。 

▽相続対策と農地の仮登記物件 

著者/上村勉(千葉県•松戸 

3210;:»;'本文64^定 

価三千円 

弁護士である著者が、最近研 

究を続けている相続税対策と農 

地の仮登記、二点についてまと 

めた小冊子。 

▽海のむこうの旅日記パ—卜2 

著者/芦田龟太郎(福島中央 

3257X182:'J'本文105x_ 

写真と旅行が趣味という著者 

が、昨年六月十七日から十日間、 
ベナン•マレー半島を旅した記 

録を中心に、もう一つの趣味. 

サボテンや戦友会のことなどを 

写真と随想でまとめたもの。 

▽小•中学生作文集はばたき 

発行\福岡県.筑後1(白谷元 

成会長/73名)257x181:、"本 

文80r 

筑後市制施行三十周年を記念 

して企画された市内小中学生の 

作文集編集に、青少年健全育成 

の観点から筑後rlが協力、発行 

した小冊子。 

▽道内における薬物事犯 

発行\331-八地区(遊佐高宣ガ 

バナー)257x182ミり本文93 

北海道における覚せい剤汚染 

は全国平均をはるかに上回り、 

その早急な対策が叫ばれている。 

そこで331-八地区ではこの小冊 

子に、北海道における薬物事犯 

の現状と問題点をまとめた。 

カラグアに地震見舞金を贈る 
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第31回年次大会開催予定 

The Lion ’85. 2月号 

地区 代議員会 
330 A 4月13日 
330-B 4月14日 
330-C 4月21日 
330複合 5月3日 
331-A 5月12日 
331日 5月6日 
331-C 5月18日 
331複合 6月2日 
332-A 5月12日 
332-B 4月21日 
332-C 5月12日 
332-D 5月19日 
332-E 5月11日 
332複合 5月26日 
333-A 5月12日 
333-B 5)1180 
333 C 5月3日 
333複合 5月26日 
334 A 4月28H 
334 B 5月12日 
334-C 5月12日 
334 D 5 m2日 
334 E 5 J118日 
334複合 6月1日 
335-A 4月21日 
335-B 4月21日 
335-C 4月14卩 
335 D 4月21日 
335複合 5月12日 
336-A 4 ^ 21 U 
336 B 4月21日 
336 C 4月6日 
336 D 4 )] 21 a 
336複合 5月19日 
337 A 4月21日 
337-B 4月13日 
337 0 4月21日 
337-D 4月21日 
337複合 5月19日 

式 チ 
4月13日 
4月14日 
4 )] 21 0 
5月3日 
5月12日 
5月6日 
5月19 H 
6月2 0 
5 )112 0 
4月21日 
5月12日 
5月19日 
5 ；112n 
5月26日 
5月12日 
5月1 
5月3日 
5月26日 
•4H 

5月12日 
5月12日 
5月12 口 
5月19日 
6月2 0 
4月21日 
4月21日 
4月14日 
4/1210 
5月12日 
4月21日 
4月21日 
4月7日 
4月21日 
5月19日 
4月21日 
4月14日 
4月21日 
4月21日 
5月19日 

美濃加茂市 
沼津市 
辰 口 町 
松 本-市 
舂日并市 
神戸市 
大阪市 
京都市 
八鹿町 
京都市 
徳岛市 
倉吉市 
広岛市 
益田市 
徳島市 
大牟田市 
大分市 
唐津市 
宇土市 
熊本市 

〒656-21 
兵庫県津名郡津名町塩尾202の2 
淡路島薬用植物研究協会 
㉚赤并勝（淡路/•:)•洲本L) 

TEL07996-2-0346-0358 

參送料：I袋170円• 2袋以上は無料 

代金は商品到着後7日以内に同封の振替 
用紙で払い込みください。 

60グラム(約彳力月分)1,800円 

ハガキに〒•住所•氏名•電話•個数*LC 
名を明記して捺印の上、投函ください。 

け 
/ 

美容と健康と減量に 
新しい薬草健康茶 

余物づる 

ライオン誌日本語版 

事務所来訪者芳名録 ^ 
1121長野県高遠 斎藤圭三1129 

1122岡山県児島 高皇退策123 

1122愛知県名古屋天白田中清一123 
1126胄胄日本橋 中島四郎123 

東京飯田橋 
岡山県倉敷 

神奈川県厚木 
東京築地市場 

兵庫県尼崎武庫 
兵庫県尼崎武庫 

兵庫県尼崎武庫 

広島の悲劇を繰り返すまい 

バ—卜•メイソン国際会長は九月初旬に訪日後も、 

世界のライオンズ'国^?ガ的に回つ•て忙.しい日々を送 

つているが、十一月十九日付、小川清司国際理事を通 

じて、日本ライオンズの温かいもてなしに対する謝辞 

が届けられた。会員数でも奉仕でも、長年の堅実な発 

展を統ける日本ライオンズをたたえ、メイソン国際会 

長は次のょぅに述べている。 

「日本滞在中に広島を訪ねた経験は、生涯忘れられな 

いことと思います。平和記念公園の慰霊碑には、犠牲 

者の冥福を祈ることばと共に、この悲釗を二度と繰り 

野村栄樹 
高谷五郎 

森久保猛 
岡村 健 

浜口祐治 
竹吉俊策 

田中文男 

123兵庫県尼崎琴の浦斎藤 博 

1212福岡ふよぅ 草場 毅 

チヤ—夕I•ナイト 
2月24日(日)岐阜県川辺rI 

式典11時〜 
会場川辺町中央公民館 

申し込み要領 

〇〇??純粋は淡路島産の！ 

お茶と同じ飲み方で薬草の効果 

淡路島のあまちゃづるは制ガン作用が認められた 
といぅ日本薬学会での発表がぁってから各方面ょ 

り注目されています。中でも#印のあまちやづるは 

I①生薬界の權威.竹本常松陴士の指導にょる栽培 
给②無堞薬•化学肥料全廃にょる微A物"U法を適in 

の③サポニンの含有:!.tの最も多い^地栽培 
つ④サポニンを逃がさない乾熱殺閑処理方式で製茶 

5⑤甘くて飲み易い混ぜものなしの純一〇〇パーセント 
-( (外からょく兒える透明な袋にはいっています) 



332- A 

334- D 

330-A 
330-B 

330-C 

335- C 
333- B 

日 高330-C 

新 富337- B 
広島フェニックス 336-C 

野辺 地332-A 

333-B 例会場 
333-B 例会場 
332- E会計 
330-B 举務局電話 
337-A 会計 
337-D 例会場 
336-D 幹事 
335-C 事務局住所 
335-B 幹事 
335-B 会計 
335- B 幹取 
336- A 幹事 
336-A事務局電話 
335- A 会計 
330-C 事務局電話 
333- C 幹事 
336- A 例会場 

会径 
会長 
幹事 
事務局住所 
例会場 
事務局住所 
琳務局住所 
事務局住所 
事務局住所 
会計 
会計 
幹事 
事務局住所 

河上® 
大坪一洋 
商山征義 
■039-31ff森県上北郡野辺地町字坊ノ塚1-3船描报害保険事務所001756-4-1185 

松浦食堂001756-4-2701 

®030-13竹森県柬律鞋郡*田町蟹田字蟹田67蟹田町商工会館 00174-22-2441 

■921 金沢市新保本2-501石川県米毅2階 
■ 185 国分寺市本町3-7-23第三小柳コーボ302 

®400 甲府市城柬2-20-9 

横川利雄 
我孫子隆司 . 
貝塚敏 
©319-11茨城県那珂郡柬海村石神外宿2600 日本核燃料コンバージョン柬海爭業 
所内00292-84-0511 

立甚002947-2-2218 

取手商工会館002977-3-1365 

加藤政芳 
C0555-25-2015 

藤野睹正 
山形屋1号館 
山根城 
®605 京都市柬山区三十三間党廻り町644-2京都パークホテル228号 
丹生較威 
佐々木無想 
浜田康 
辻nm 
00898-64-2795 

水取作治 
00495-21-2111 

上原政隆 
奇数月大正軒«〇8892-2-0031偶数月レストランさつき 008892-6-0043 

変更個所 訂正 

2714 YOKOHAMA (TSURUMIMSHI) 330-B 千葉正横山明佐渡M治 第1*3冰）18:15 鸫E会館 
横浜鶴見西 ©230 横浜市鶴見区餌見中央卜4-5共同ビル5 (横浜鶴見柬） 

階 ©045-511-4313 

2715 KAWABE ' 334-B 佐伯ft桜井菊男大脇妨伸 第1.3冰）17: 30 川辺町中央公民館 
川 辺 ©509-03岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4川辺町 （美濃加茂） 

中央公民館 00574-53-2650 

結成登録名称 
頭位クラブ名 

丨丨月新結成クラブ•事務局住所その他変更 
会長•幹搴•会計 例会場 
事務局住所•電話 (スポンサー. クラブ) 

田山寺東川王海 

国府 

W金柬甲吉竜柬 

田根SP峠化島わ川城漳川方予浦庄ン知 

太利朝文き神錦 一 
大 ツ 児と天 座 リ 

@手®ra部都® グ 

常取〇三福鹿宇京大摂古伊柬柬本柏佐 

越 

返すまいとの誓いのことばが刻まれていました。これ 

こそ平和への誓いであり、広島の精神です。そして、 

過去の憎しみを超越していくことばです。広島の悲劇 

を決して繰り返してはならないのであり、私どもライ 

オンズは、国家と国家がよりよく理解していけるよぅ、 

その役割を果たしていかなければなりません」。 

地区役員交替 

330複合地区会則委員長??内田順夫の死去に伴い、そ 

の後任に"杉坂智男(東京世田谷^)が委嘱された。 

また複合地区会則委員長連絡会議では、後任世話人と 

して^石橋幹雄(北海道，小樽グリーン1)を互選し 

た。 

335丨A地区第三??第二yrのゾーン•チヱアマンn浦 

川龍雄が死去されたため、後任に??木田富三(兵庫 

県-西宮甲子園^〇が委嘱された。. 

■KI 

言 S 

石橋光•元ガバ 

ナー(千葉中央 

r)は十一月二十 

八日、心不全のた 

め死去された。一 

九八三-八四年度 

333-C地区ガバナ — —、乃歳。地区ガバナー就任に当たってIJ?石橋は、 

「台風の目たらむわれらラィオンズ」とその決意を披 

露、千葉県民五百万に対し会員三千五百名ではどぅに 

も小さいと、アクティビティとPRの推進を強力に呼 

びかけた。 

★ I九八二年二月二十六〜二十八日、ライオネス•フォIラムが宮崎で開催され、全国から四十八クラブ、六百五十余名が参加 
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10月23日、兵庫県•尼崎武庫Pは精神薄弱 
者更生施設•まつば園の園生及び老人施設• 

喜楽苑のお年寄り97人を猪名川農園のいも掘 
りに招待。クラブが借りた330平方奴の畑で 
約1.5、もの芋を掘り、大きく育った芋に歓 
声をあげていた。会員たちは終始、介護に当 
たり、スキンシップを通じて心のふれあいを 
はかった。写真は笑顔もまぶしい封竹吉俊策。 

編集長からのお願い 

製作単価、会員負担金、 
そして送料実費 

見出しの3組の数値は、1983-84 

年度ライオン誌日本語版の決算から 
割り出された円価です。 
この年、年間182万部を発行した 

『ライオン誌』の1部当たりの製作 
単価は164円でした。次の92円は会 

員1人当たりの月額負担金で、国際 
協会からの還付金（この数値は為替 
レートによって変動しますが、当年 
度平均は42円でした）、この値に月 
額50円の特別負担金をブラスしたも 
のです。このままでは差し引き72円 

の赤字となりますが、広告料、利子 
収入等でカバーしています。最後の 
147円は、上記の会員負担金92円に、 

会員あて直送料（個人発送した場合 
の実費、第3種郵便物送料55円）を 
加算したものですが、一部当たりの 
製作単価より17円低い値です。 

直接、そして 
早くお届けするために 

会員とのよりよきコミュニケーシ 
ョンを保つため、国際理事会は会員 
への直送を原則と考えており、最大 
の発行部数を持つ国際協会発行の北 

米版は、すべての会員あて直送一、 
個人発送されています。 

日本では、1975年の複合地区大会 

で、個人発送かクラブ発送かをクラ 
ブが選択し、その実费を負担するこ 
とが決議され、現在は90；；“ を超え 
る会員に個人発送されています。 
個人発送の場合、そのほとんどが 

発行月の月末までに配達されている 
と思います。一方、クラブ発送の場 
合は、発行月の翌月の第一例会での 

配布が大半と思われます。問題はそ 
の例会を欠席、またはメーク•アッ 
プされた会員への配布です。『ライ 
オン誌』の会員あて個人発送の極め 
て重要な要素は、これがライオンズ 
組織、機構と会員を結ぶ唯一のきず 
なだということです。単に経済性の 
みからは論じられない問題です。ク 
ラブ発送の場合、1クラブ当たりの 
会員数の全国平均55人で換算します 
と、1クラブに月額2,035円の利益 
をもたらしますが、会員に1通の手 
紙を発送した場合の郵送料3,300円 
の3分の2にもあたりません。この 

少ない経費で毎月、欠席、メーク- 

アップを含めたすべての会員に ％ ラ 
イオンズからの便り——『ライオン 
誌』が直接、そして早く送られるこ 
との意味と効果をご理解頂き、国際 
理事会が求めている会員あて個人発 
送100S卜の目標にご協力賜りたいと 
思います。 

まず「編集室」から 
(静岡橘rl) i刖田富士雄 

いつも楽しく拝見させてもらつており 

ます。山藤章二は『週刊朝日』を褢から 

開けさせる人として有名ですが、私は 
『ラィオン誌』を「編集室」から拝見さ 

せてもらうことにしています。 
私どものクラブでは月一回、小さな広 

報紙『橘あれこれ』を出し、年一回、会 
報『橘』を出しております。昨年度、P 

R •情報委員長を務めさせて頂き、最後 
の仕事としての会報がやっとできました。 

編集部より十二月号「図書室」 
(60(3でご紹介した『ずっこけがば 

な一記』について、「紹介しているのに 
非売品とはどういうことか」「申し込み 

先ぐらい明記するのが常識」とのおしか 
りを頂きました。つきましては、当事務 

所あて送料二百五十円分の切手を添えて、 
お申し込みください。部数に限りがあり 

ますので、I人一冊のみお分けします。 
訂正とおわび一月号96;1-の「これか 

らもOB会員として」の筆者は村山徳司 
の誤りでした。 
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木村義軎 軎多保 
吉原稔人 
嘉悦康人（ 33()卜鍵谷光三（:《1).三上祐啓（ぬ2い 
吉原稔人（ 333卜木村義軎（ 334 ) •窪田秀雄（335> • 
松本彰（336)•軎多保（337> 

ライオン本,沿版tン伤所 
〒104 t|UK邯中央区築地2-21雄地細IHビル71街 

Y隱(03) 542-9571(代} 

CABLE ADDRESS :しI0NMAGJA 

-編集室_ 

德：^ィア_神 
，:;ぐ：‘ 

慕悦康人 

♦特集テーマ：「国際青年年」に当たり、 

世界の中の青少年をとりあげる。国際協力 
事業団の一つ、青年海外協力隊は、現在、 
発展途上国の29力国にその手を広げ、各地 

で技術指導に当たっている。その活動の様 
チを紹介するほか、協力隊OBに、現地で 
直に見、肌で感じた*本当に必要とされて 
いるもの、と、教えに行ったが、むしろ 
%教わった大きなもの、などの体験記を頂 

’いた。さらに、青少年交換事業を推進する 
中で、忘れてはいけない％カルチャー•シ 
ヨックタにもスポットを当てる0 

零獅子円卓談義：安部晋太郎外務大臣の 
活躍は、テレビ、新聞等を通してよく報じ 
られる。その安倍外相と參議院議員、钐倉 
田寛之（千葉県•松戸P)、吉原編集長が、 
世界の流れについて大いに語り合う。 

THE/， 
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President, BERT MASON, Grove Lodge, The Warren, Donaghadee, Nor¬ 
thern Ireland, BT21 OPG; Immediate Past President. DR. JAMES M. 
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SON, Richmond, Virginia; HARRY N. DUNCAN, Hayward, Califor¬ 
nia; LAWRENCE A. EMERTON, Goffstown, New Hampshire; CECIL 

R. ETTINGER, Independence, Missouri; DAVID FERNANDEZ F.f 
Magdalena de Kino, Mexico; JAMES 0. FRENDEWEY, Iron Moun¬ 
tain, Michigan; DR. HANS-GEORG JACKEL, Wiesbaden, Ger¬ 
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ライオン誌Uイく,既版费U会 
lUllMlv谷川栄一•小川清司 

uui 

を編を 

人類社会は二十一世紀を目前評論家、長谷川慶太郎氏の説分している。 この歴史的過程が、むしろ必 

に迎えようとしているが、このによれば、間近い将来、コンビ 白色人種=狩獬民族、有色人然性をもって"西欧物質文明* ft 

二、三世紀の変化の激しさと早ュータ情報化は、その道の専門種=農耕民族という分類で、前を生み、かたや〃東洋精神文 

さには驚くばかりである。 家だけにとどまらず、家庭の主者が人類社会に持ち込んだのが化，を育てたのではなかろうか。 

とくに物質文明の発達は目を婦たちがその熟練者になり、家〃西欧物質文明〃であり、後者 現在の物質文明は、兵器の発 

見張るばかりで、月に到達し、庭経済などの家政に大きな影響の目途したものは"東洋精神文展が基盤となった功利的文明で、 

宇宙衛星は数限りなく大宇宙中を与えるに違いないと指摘して化，である。 心を失い、精神を忘却し棄却し 

に充満している。 おられる。 狩猟民族はその生活状況の必た人間性喪失の不具の文明であ 

さらにコンピュータの発展は ある意味では、物質文明のこ然から、能動的•積極性、したるといっても過言ではない。 精神，が薄れかかっておりはし 

とどまるところを知らず、多様の発展は人類社会に大きな寄与がって闘争的になりがちであり、その白人種社会から、ライオないだろうか。 
化、小型化など、いろいろの変をしている。だが反面において、これに比して農耕民族は、受動ニズ厶というボランティア運動 原点帰向がいわれるが、ライ 

化を示すとともに、それらによ大きな試行錯誤があるように思的•消極性、天地の恩恵に感謝が生まれたことに注目したい。オニズ厶の原点はボランティア 

る情報化は過多と思われるほどわれてならない。 こそすれ、自然に挑戦し征服し だが、それから六十有余年。精神に立脚して活動す：ことに 

で、我々の家庭の隅々にいたる 次の区分の是非善悪はともかようなどという果敢な思考は持 いまライオンズ運動の基盤でほかなるまいと思考する。 

まで■しつつある。 く、私は人類社会を二大別に区たない生活態度を維持してきた。あるべきはずの"ボランティア (ライオン誌日本語版委員) 

91 The Lion ’85. 2月号 



IK. ライオンズ会員経営ホテル•旅館•料亭 •レストラン紹介 K 
クラフ名 ホテル•旅 館 

料 亭•レストラン 会員氏名 営業所所在地 電 話 備 考 

碓氷安中 
「舌切雀のお宿」政府登録 

ホテ)レ磯部ガーデン 桜并俊作 
T379-01 

群馬県安中市機部温泉1の12の5 
(妙義•荒船•佐久国定公園沿） 

磯部混泉 
(0273)85—6311〜3㈣ 
東京案内所 
(03)354 8788 

舌神社.舌®*フール25m •潔i 
m-秋間W •群馬サフアリー20»。 
軽幷沢4(份•コルフ盼*37所通年 
信越棟》部IR(急停)徒歩5分 

房総勝浦 
勝浦ホテル三日月 
小湊ホテル三日月 

小高昌伸 

〒299-52 
千葉原勝箱市®名820 
〒29954 
千葉県天津/」\溱町内箱2781 

勝箱 
(04707)31111(代) 
小凑 
(04709)5-3111(代） 

活魚料理ぎんざ三日月亭 
中央区銀座8-10(8 丁目1〇番ピル） 
1階店571-1300 2階店572-0070 

松本深志 
上高地の玄関□ 

上高地ホテル 
深沢光一 

亍视-仏 

長野県南安曇郡安營柯さわんど 
(中部山岳国立公園内） 

棄鞍高原 

(026393)2910 

當業期間4月下旬〜11月上旬 

G本市駅前（株)僂州逸蜜本舖 
TEL 0263-32-2608 

東京銀座 
政府登録国際観光旅館 
起雲閣 
白雲楼ホテル 

桜并清次 
〒413 
熱涠市昭和町4一2 
亍920-12 
金沢市湯涌町ペ25 

熱屈(0557) 
813623〜5 
金沢(0762) 
351111 

東京案内所03(561 )4261〜4 

名S屋案内所052(971)_ 

大阪案内所06(251 )5684 

乗京渋谷 
two%斗石 亭 
伊豆長岡」 
鬼の栖 修善寺石宇 

羽根田公男 

〒413 熱涠市和田町 
亍259 03神奈川県渴河原邸 
〒410 22 岡瞑伊豆長岡印 
〒410 24 S?岡県田方郡修S寺町 

あたみ(0557)83 2841 
ゆかわら(0465)63 2841 
伊豆長岡(05594)7 2841 
修S寺大匚(0558)72 2841 

純日本式離れ旅館 
(全室バス•トイレ付） 
栗京案内所03(463)2841 

箱 |根 
国際観光旅館 

三河屋 榎本孝一 
亍250-04 

神奈川県稻根町小涌谷混泉 

箱根(0460) 

2-2231〜5 

東京案内所251-5062 
名古屋案内所581-8441 
大阪案内所271-3388 

熱 箱 
熱海混泉 

大月ホテル 山田砉久 
〒413 

熱涠市乗海岸印3-19 

熱想(0557) 

81-6111 

案内所 靜岡47-1285 
東京281-2330名古屋581_ 

啜浜335-5353大阪633-_ 

沼津千本 伊S長岡温泉^17 ^t； 
京風料亭旅館+な 中嶋英一 T410-22静岡県伊豆長岡印 

伊e長岡 
05594-8-1304(代表） 
東京象’内所690-3931 

政府登錄国際観光旅館、純和 
風数寄屋造り一部離れ全室バ 
ス、トイレ付(料理自慢の宿） 

浜松舘山寺 
政府登録国際観光旅館 

山水館欣龍 新忖秋賀 
干431-12 

静岡県浜松市館山寺町2227 

浜松(0534) 

87-0611(代) 

東京予約センター03-436-3560 

大阪予約センター06-466-0489 

名古屋予約センター052-261-2861 

加 賀 
政府登録国際観光旅館 

北陸グランドホテル 
大谷竹二 

〒922-04 

石川!i加賀市片山津温泉ア97 

片山津(07617) 

4-1166 

日本屈恒隨大•収容1.030名、 
テニスコート、プール、コン 
ペンションホール、他レジゃ 
一施設完滿 

p 原 
福井県芦原温泉 

政府登録 ^ ra 
国際観光旅館ノ月®1壮 俘藤由雄 

亍910-41 

福并県坂并郡芦原温泉3-803 

芦原（0776) 

77-2500 

格調aし\施設亡味とまごころのお 
ちてなし、芦原渥泉て駸大の規模 
客室18〇室•収容人_88〇名。 
スフ1」ンクラーなど防災設儀完備 

n 原 
政府登録国際観光旅館 

八 木 
八木弥太郎 

〒910-41 

福井県坂并郡芦原混泵4-418 

芦原（0776) 

78-5000 
長生風呂、フール 

小 浜 一力 館 浦答忠弘 
亍917 

福井県小浜市一番印2-10 

小浜(07705) 

2-2050.2051 

名古屋案内所5621100 
大阪案内所722 4984 
格、岡案内所82 6880 
m 京案内所6941226 

大阪道頓堀 
政府登録国際観光旅館 
ホテルセイリユウ 吉川省三 

1 〒579 

東大阪市上石切印1-11-12 

東大阪(0729) 

81-5001(代） 

シティ ー&1少ノー トホテル 
乗大阪河内L . C例会埸 
乗大阪南L. C例会埸 
東大阪栗L . C例会場 

大阪• 

^府登録ホテル 
〈別館•元桂公爵別邸〉 

箕面観光ホテル 
石川照：： 

亍562 

大阪府箕面市温泉町1-1 
く明治の森〉みのお国定公HHこ隣*。 

箕面(0727) 

23-2323(大代表） 
TELEX5233401 

会輿特別割引制®あり 
寶_•結婚式•会讲•各®レ 
オプションに。レジャーセン 
夕一.ボウ1Jンフ.フール。 
天然混泉大浴《 •サウナ。 

神戶ホート 神戸ユニオンホテル 成本一夫 
〒651 

神戶市中央区布引町2-1-9 

神戶(078) 
222-6500 

TELEX5624-135 

客室167室 
新幹線神戶駅より800m 
国鉄三の宮駅より550m 

混泵印 
政府登録国際観光旅館 
淹と水車と城の宿 

湯村観光ホテル 
朝野 繁 

干669-68 

兵庫県美方郡混泉邸湯 

湯村(07969) 

2-1000( ft) 

TELEX5755-756 

大阪案内所06-314-0194 

京都案内所075-463-3062 

神戶案内所078-641-0128 

宝 塚 

政府登録国際観光旅館 
ゴルフ、歌劇と湯の町宝塚温泉 

若 水 
小早川賀照 〒665 

宝塚市湯本印9-17号 

宝塚(0797)86-0151 

大販案内所(06)373-0151 

武®】11の漘流数奇屋造の御部屋。 
近郊に日本一を語るゴルフ場群。 
捶麗な宝塚取劇館内には御殿風呂 
御姬風呂•ブランドラウンジ。 

宝 塚 
政府登録(島家新館） 

宝塚ブランドホテル 大島 満 
亍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 

有 馬 
中の坊瑞苑 
有馬グランドホテル 

梶木雅夫 

〒已ら！“ 
神戸市北区角丨晶叨808 
〒65114 
抑戶市北区有馬町1304-1 

抑戸 
(078)904 0781 
神戶 - 
(078)904-0181 

クランドホテル=有馬LC例会壩 
大阪案内所341-8474 
名S屋案内所582 2031 
榮京赛内所567-7812 

倉吉北 
国際観光旅館 

水 郷 
岸田緊行 

〒682-07 

鳥取県東伯郡羽合印上浅津 
6の1 

羽合(085835) 

3521(代） 

大阪案内所(06)353-8800 

岡山案内所(0862)79-3479 

高知黒潮 
日本を跡…ホテルサンルートチェーン 

ホテルサンルート高知 大橋 隆 
〒780 (呙知駅前） 

呙知市北本邸1-1-28 

高知（0888) 

23-131削 
TELEX5882-150 

予約センター 
m 京375-1168名S屋221-7024 
仙台67-2041大阪341-1605 
札供261-8768補岡713-1826 

◎このftの広く*;•中し込みは（侏）三水社〒10440K都中央区鍬座127 8セントラルビル302り- 003(562)1561- 3へどうぞ 



■日美の完全資任保証…rtd送途中の 
)j •の破や返品の場合は1週1»1 
以内にご述絡ください。お取換え、乂 
は返品に応じます。なお返送料のみ 
お各様ft川となります。ご义承り 
後約1力HにてfV：金リI換え他で発送。 
■代金は、現品と引換えにお支払い 
<ださい。 

—ダイヤモンド入一一 

奉祝記念指輪 

■プラチナ製37,500円_18金製 29,800円 
Pt850.16置約2.75gダイヤモンド0.01ctx 3個 18金製•重置約2.5gダイヤモンド0.01ctx 3個 

品位純度検定証明《棰印入》 

サイズ番号 «8 C9 ¢11 ¢12 #13 ¢14 ¢15 «17 m 拉19 #20 ¢22 «23 

忠gw”） 48.2 49.2 50.3 51.3 52.4 53.4 54.5 55.5 56.6 57.6 58.6 59.7 60.7 61.8 62.8 63.9 

スイス•ワテックス社製 

品質保証書付 

天皇.皇后_ドの意義深い御慶事 

を寿ぎ、スイス製の価仙:ある紀念懷 

中時計を特別頒布いたします。伝統 

を歌んじた「手巻き式jの逸品です。 

■懐中時計08金菊花入） 29,800円 
手巻き17石外径寸法約45%厚さ約12%重さ約71g 

0差±15秒本体外ネ辛(20KGP.3ミクロン）提紐付 

»楢中時針は特別企_品につき、約1ケの納期をいただきます。 

申込窬 
參商品名（指輪の場 
合はサイズ番号を） 

參価格》数« 

♦〒住所（フリガナ） 

參名前（フリガナ）角 
春電話番号 

籲生年月日 

〇お電話でもお申込みいただけます。 

東京(03)246-1600 
午前9時~午後6時まで受付致します。 

H本の美•日本の心日美株式会社 
亍103東京都中央KH本橋室町1-2 

0 
Q本橋 

日美 

お申込みは、お電話またはおハガキで 

嫌おハガキの場合 

18金に翡翠ポ1ロタイ ニ九、八〇〇円 

编f 一'^>i 

.•..... 

1!謹 
品質保証鲁付 

£招 S 

天皇•皇后両陛下ダイヤモンド婚式記念 

■中時計 
手巻き式•菊花(18金)入 



手作りの特選品 
0由な発想で、美しいものを削造するクラフト作家たちがいます。 
お店では買えないハンドクラフトの限定品を「ナリスジョイフルクラブ」が 

通信販売によって、iff接おT:もとまでおWけいたします。 ジュエリー作家 ジュエリー作家 

池沢和平 中山あや 

金と銀のハーモニーチェーン&ブレスレット 
ジュェリ-作*池;尺和平 

1-36プレスレット.16,000円 
籲シルバ ー925* 〇ジウムメッキ• 22K メッキ參22cm 

•分割払い3.44OR X6M •別《価格17*200円 

1-37ネックレス. 25,000円 
•シル/ <-925* 〇ジウムメッキ. 22Kメッキ參39cm 

•分剂払い3.3701x81"卜剂賦価格26.96(叫 

1-38ネックレス. 34,000円 
籲シルノ 925•ロジウムメッキ• 22K メッキ籲57cm 

籲分別払い3.1⑽リx12|m卜別K価格37.200P1•実質金利17.00% 

1-39ネックレス.46,000円 
•シルバー925•ロジウムメッキ*22K メッキ籲76〇〇 

•分別払い4.150Mlx12W•削«価格49.80ON籲其質金利14.50% 

I 

ブレスレット，ネックレスの止めU部 
分は.他利なワンタッチ式。 

絹糸の織りなす美組ひもジュエリー 
ジュエリー作*中山あや 

B-2ペンダント.36,000円 
•トップ:シルバー925•ロジウムメッキ•他jE網•四津姐単色 
•パーブルブルー•分別払い3.280円x12M •荆«価格39.360円 

籲•太:質金利16.25% 

B-4ベンダント.68,000円 
籲金W部分：シルバー925,〇ジウムメッキ 

争紐:止網九源氏姐たて筋文様《色)ワイン系 
•分剂払い6.060円x12M•刻賦価侪72.720円_実質金利12.50% 

B-5ペンダント.36,000円 
♦トップ:シルバー925.22Kメッキ争紐：jI:.絹•叫津組取色•ベージュ 

♦分別払I，3.280円x⑵卟削«価格39.360籲実質金利16.25% 

B-7ベンダント.68,000円 
*金«部分：シルバー925 *22Kメッキ 
•紐:iE_九頫氏姐たて筋文様(色）ブルー系 
秦分剂払い6.060円X12M•割K価格72.72Om ♦実質金利12.50?4 

B-10ペンダント. 58,000円 
•金雎部分：シルパー925.0ジウムメッキ 
♦紐:正網九源氏組たて筋文様(色)ワイン系 
•分別払I、5.190円x121»1 •荆K価格62.28〇闪•实質金利13.0096 

B-11ベンダント. 68,000円 
•令W部分：シルバー925_22Kメッキ 
♦紐:正絹丸澱氏組たて筋文様(色）レンガ系 

•分荆払い6.060円x12M •荆賊価格72.720円籲其質金利12.5096 

■ほかにも，トップはそれぞれゴールド系とシルバー系があります。 

ハ\ 

s 0 
mm\^ 

さしあげます〇「手作りの特選品」カタログ•流クラフト作家が、•点•点丹销こめて制作した、手作りの品々。ジュエリーや陶器、漆器. 
枣小物などの限定品をコレクションLたカタログをさしあげます。カタログご#f嗜の//は製ハガキに①郵便番号所（フリガナ〉③氏名（フリ 
ガナ）④年齢⑤職龙⑥窀沾番‘，;•をご圮人のうえ、ド,k!宛お送りください。•締切は2H20fl <'扣消印有効） 

〒553人阪山榀如メ:海老江5ド目1番6号株式会社ナリスジョイフルクラブライオンズ係 

お申し込みの方法•订製ハガキに①商品番号②商品名③数M;④お屮し込み 
金額⑤お女払いガ法（VISAカード決済の場合はカード番⑴⑥ご化所（フリガ 
ナ^⑦お名前（フリガナ)⑧お屯詁番々をご記人、ご捺印のうえ、ド妃へ。 

〒530-91 
大阪中央郵便局私書箱1073号 
株式会社ナリスジョイフルクラブ 

ライオンズ係 

常話でのお申し込みは 

溫451-6337 
受付時間=午前10時〜午後5時 

(土 •日祝日を除く) 

商品のお届け籲①お；|«けは約2ii問後。地域•ftdill咐(:J：り多少迦れ碑介もありま 
to品切れの節はごf准〈だtH、。②ご瞄人余額⑸I•《祝金価格)が1ノ刑未滿の垛 
合のみ、送料の•部500円n酶ます。③商品到枒後1週間以内は交換•返品n出。 

お支払い方法•次の4つからお選び〈ださい。①VISAカードー括払い《ハガキに 
か-ド番りを必ず,hi人のこto後HH勛リI落し。)②銀行振込み(商品到符後1過間 
以内込み。彳③郵便振行え《商品到荇後1週問W内(土振込み。⑼分削払い 
(商品同纣の申込寄にご記入、ご掠印の上、ご返送ください。後日自觔引落し。) 
お申し込み期限昭和60年3月31H('H日消印有効) 

お問い合わせ先はナリスビル内 

株式会社ナリスジョイフ/レクラフ ライオンズ係 
〒553大阪市福島区海老江5-1-6 ( 06)451-6337 



良いものを 
より安く 健康食品 

全商品分撇麟(財団法人日ホ食撕センタ-) 

今回お買上げの方には、1セッ 
卜につきカルシウム酵素彳びん 
(320粒入)を差し上げます。 

* 

タミンFが123g、オレイ 

ン酸が19mgです。ご家族 

の皆様の栄養補給として 

是非ご利用下さい。 
• Iびん120粒入 

■ 3びん入セツト（定価20,400円） 

大特価9»800円 
■ 6びん入セツト（定価40,800円) 

高品質な小犮呸芽油とリ 

ノ ール酸の王様べに花油 

を配合した健康食品です> 

主成分は1粒(300mg)(: 

ビタミンEが116呷（内a 

クロレラエキスに盏芝、高肫入苓エキス、 

ローヤルゼリー、かきエキス、にんにく 

エキス、天然ビタミンCをブレンドした 

濃縮清涼飲料水。お湯わり、水わり、と 
お好みにあわせておいしくご愛飲になれ 

ます。体質を健康的に維持するのに圾適 

なお飲みものです。 

■ Iびん720W入 
(定価19,500円） 

大特価11,500円 

スクアレンは限られた深 

海に生息する繁くべき生 

命力をもつ深海餃（アイ 

サメ）の肝臟から抽出し 

たエキスで、これを99% 

以上まで純度を萵め、飲 

みやすい様にカプセルに 

しました。 

■ Iびん360粒入 
(定価30,000円） 

大特価15,000円 

クロレラは「太陽のエキ 

スjとも呼ばれている程 

の栄補助食品です。 

本品は可消化クロレラな 

ので消化吸収率も高く夕 

ンパク質、ビタミン、ミ 

ネラルなどの栄養成分が 

バランス良く含まれてい 

ます。 >大びん2000粒參小びん300粒 
■大小2びん入セット 

(定価2〗，000円） 

大特価11,800円 

商品番号 
D 

充分に成長した活きのよ 

いスッボンを超低温で凍 

結粉砕して、乾燥をさせ、 
ゼラチンのカプセルに入 

れて飲みやすくしました。 

内容充実の為さらに、ス 

クアレン、大豆レシチン、 

ビタミンE、ゴマ油、ハブ 

エキス等を加えました。 

• I本120球入（I粒大球450mg入) 
■ 2本入セット（定価30,000円） 

大特価15,000円 

★高麗人蔘濃縮液 i 

高麗人蔘から抽出した！ 

濃縮液をそのまま瓶詰1 

めにしてあります。 <75； 

■3びん人セット(Iびん30g入）^ 
(定価24,000円） 〜 

大特価13,500円 

★高麗人蔘茶 

高肫人苓エキスの顆粒 

で、多くの人々にしたし 

まれている健康茶です。 

■6箱入セット（I箱lOOgA) 
(定価30,000円） 

大特価13,800円 

1粒に3001ngのローヤルゼ 

リーと天然ビタミンEを 

配合した飲みやすいソフ 

トカプセルですから冷凍 

保存の必要がありません。 
ローヤルゼリーには、活 

性ビタミン氏、氏を含む 

24種もの豊富なアミノ酸 

群、これを活性化するミネ 

ラル等60種類以上に•も及 

ぶ栄養素が含まれています* 

• Iびん60粒入 
■ 3びん入セット 

(定価24,000円） 

大特価11,900円 

一日213粒でシェイプアップを/ 

gs.$サボゴ—ルド 

まいの•料 
し払封す送 

け支同ま品 
届おにし返 

お•内いし 
で料以願但 

後無日お、。 
前田7で可い 

日全後紙品さ 
5は着用返下 

は料到込は担 
品送品払間負 

商❿商便日ご 
•すは郵7は 

^ 一 今話■のダイエッ查として人気/ 

1BIビユア•レシチン 

ぃっまで*4^?々しく/ 00 f 
ロイヤルマU—ン 顆粒离■人•茶 

天然ビタミンE&F/ 

ifkll^>E-^ 

^ ークロレラCGF-JIliエキスに 
frE 7つの栄養食品をブラス/ 

i クロレラC0FHキス 

^ 今話題のスッポンでスタミナを/ 

郎—スツボンエキス 



[活動 
viCE 
明E§ 
るべくモノ 

真、簡単な 

てください。 

社会福祉 

▼11月4日、身体障害者とヘルパ 
一、ボランティアの方々を会員所 
有のみかん山へ招待し、みかん狩 

0と焼き肉パしティーを開催した。 
日ごろ家にとじこも0がちな人たちだけに、 

大変喜ばれた。また、韓国•南釜山Pの会員 

が来関中だったので、このアクティビティに 

も参加して頂いた。 （山口県.下関P) 

96 



社会福祉 

▼10月14日、新日鉄大谷体育館で 

開かれた、'あゆみの会〃主催の障 

害者運動会に参加。30人が障害者 

とともに楽しいひとときを過ごし 

た。北九州小文字5ラとの合同アクティビティ 
である。 （福岡県•北九州くきなみ”) 



環境保全 

▼11月20日、名護城階段:周辺の草 

刈りと清掃を、朝7時から1時間、 

36人の会員が行った。 

(沖縄県•名護P) 

®A10月28日と11月16日の2日間、 

健康の保持と親睦を目的として、 

古河市立サッカ-場で古河市老人 
社会福祉クロッケ選抜大会を主催した。58 

チーム384人が参加/予選を勝ち抜いた16チ 

ームが決勝選に進出し、日ごろの練習の成果 

を出し切って、熱い闘いを繰り広げた。 
(茨城県.古河P) 

▲11月11日、伊丹レオ？ラの15周年 

記念アクティビティとして、阪急 
電車•伊丹駅前に太陽時計を設置 

した。 （兵庫県•伊丹レオ多ラ） 

§▼11月3日、真備町新庁舎前でL 

CIF援助資金獲得のためのチャ 
リティー•バザールを開催0収益金 

LCIF 102,382円はLC I Fに送金した。 

また、当日、併せてアイバンク推進運動大会 
も行い、スライド映写やパンフレットを配布 

して、献眼思想の啓蒙をはかった。 
nsiojit •直備今ラ） 



卜11月18日、精神薄弱児施 

j—KJl設•おおぎ学園の梅園で雑 

木刘りを行った。朝8時か 

社会福祉ら夕方5時まて' 6人の会 

員が、チェーンソー、のこぎ0、なた 

等を持参し、松、〈ぬぎ等の雑木を伐 
採した。 （徳島県•阿波勝浦P) 

@◄11月4日、幼児の情操教育を目 

的として富士宮市民文化会館で第 

1回岳南園児音楽会を開催した。 

教育開演に先立ち、富士宮駅前から会 
場までの約2，。をパレード、パンフレット、 

ティッシュ•ペーパーを酉己0、交通安全を呼 

び掛けた。また、会場入□では献眼登録の受 

け付けを行い、32人の登録者を得た。 
(静岡県•富士宮中央”） 

10月23日、養護老人ホー 

ム•白寿園を訪問、老眼鏡 

視力保護日 
盲人福祉に検眼を行い、老眼镜か必 

要となった人や、持ってい 

る眼鏡の合わなくなった13人のお年寄 
0にプレセントしたもの。今回で12年 

目を迎える継続アクティビティ。 
(福岡県•宮田”） 

@◄11月4日、青少年健全育成事業 

の一環としてボーイスカウト福島 

第84団に育成資金200,000円を贈 
市民 つた。また、ポーイスカウトの歳 

末助け合い街頭募金にも協力し、道行〈人た 

ちに愛の募金を求めた。（福島県•石川多ラ） 



►数年来、薬物乱用による弊害の深刻さと、 
lilfaijそれが社会に与える影響を憂慮して、啓蒙映 

画の寄贈、ポスター、チラシ等の配布を行い、 

保健 と0わけ青少年の不良化防止対策には積極的 

に取り組んで来た。10月20日、ライオネスクラブと合同 

で、薬害樸滅街頭パレードを行ったが、26日にも県から 

要請を受けて、県と県薬物乱用対策推進本部主催の県民 

大会の市中パレードに参加した。（香川県•高松西5ラ） 

VII月2日から4日まで、人通りの多い百貨 

店の前で、覚せい剤防止キャンペーンを行い、 

延べ38人の会員が参加。覚せい剤の恐しさを 
保健 表した大きな看板を立て、道行く人々にチラ 

シを配布して、市民の認識を深めた。 

(青森県•八戸中央”） 

@▲11月6、20日の例会て、会員の 
糖尿病についての知識を深めるた 

め、また予防も兼ねて、採血検査 
保健 を行った。さらに、医療機関に携 

わる会員にお願いして、それぞれの窓□を通 

して糖尿病予防のパンフレットを市民に配布 

した。 （島根県•安来+神『） 

©◄10月28日、鶴九城ニノ九跡、中 

央公民館の前庭に建てられた西郷 

隆盛像の清掃をした。午前9時か 
頃境保全ら12時まで、50人が参加しての大 

掃除だった。 （鹿児島第一”） 



® All月11日、21人の会員が大和市 

内、綾瀬市内のカーブミラーの清 

掃と破損箇所の点検を行った。9 

公衆安全 ^2广合同のアクティビティであ 

る。 （神奈川県•大和D @▼11月1日、横瀬小学校と横瀬中 

学校で、視覚障害を持つ音楽家に 
よるコンサートを開き、目が不自 

教育 由でも努力すれば立派な演奏がで 

きるという、精進の素晴らしさを子どもたち 
に知ってもらった。（埼玉県•秩父中央多ラ） 

◄11月18日、臼杵公園運動広場で 

精神薄弱者のスポーツの祭典•第 
2回県南地区スペシャル•オリン 

社会福祉ピック大会を開催。県南、豊肥地 

区の養護学校から370人が参加した。スポーツ 

を通じて体力の向上と情緒の安定をはかり、 
互いの親睦と協調を深めることを目的とした 

もの。 (大分県•日杵?ラ) 

環境保全 

▲11月4日、「八尾市を美しくしよ 

うjのキャンペーンのもと' 八尾 
V、八尾中央？ラ、八尾菊花Pとと 
もに、近鉄八尾駅、近鉄山本駅、 

そして国鉄八尾駅それぞれの周辺の清掃奉仕 

を行った。 （大阪府.八尾レオP) 

翁 
保健 

◄10月30日、無医地区である宮下 

地区で無料診療を行った。外科、 
歯科のドクター•ライオン2人が 

31人の診察に当たった。今回で19 

年目を迎える事業である。（山形県•村山デ) 



JlliPilil 日本ライオンズクラブ分布図 
曜藝靈藝餐餐藝餐餐當獄難W纖W错■爲H■篇P 1984年12月1日 

至^溫織 

前期末 現在 前期末 現在 增減 

331-A 北海道(遒中地区)52 52 52 3.134 3.215 81 

巳 3匕海道(邂北.道東地区)92 92 92 4.314 4.350 36 

C 北海道(道南地区)55 55 55 2,720 2.721 1 

332-A 育森56 54 56 2.529 2.596 67 

B 岩手52 52 52 2,256 2.314 58 

C 宮城66 66 66 2.737 2.728 △ 9 

D 福島69 69 69 2.968 2.973 5 

E 秋田51/山形42 93 93 3.834 3.810 △24 

333A 新潟66佐袭島群馬41 107 107 5,480 5.549 69 

B 茨城71/栃木51 122 122 5.300 5.371 71 

C 千葉77 77 77 3.578 3.590 12 

330-A 東京158八丈島•三宅島 158 158 7.752 7.834 82 

巳 神奈川123山梨29大島.神**.新瓶赖都）154 155 7.725 7.871 146 

C 倚玉73 73 73 3.113 3.117 _4. 

334-A 愛知93 93 93 7.259 7.380 121 

巳 岐阜44三重28 71 72 4.642 4.724 82 

C 靜岡64 64 64 4.144 4.193 49 

D 富山35/石川26福井23 84 84 5.535 5,591 56 

E 長野51 51 51 3.130 3.170 40 

335-A 東兵庫84淡路島 84 84 5.082 5.144 62 

巳 大阪131和歌山24 155 155 10.358 10.534 176 

C 滋賀23京都49奈良18 90 90 5,837 5.905 68 

D 西兵庫57家® 57 57 3.409 3.501 _92_ 

336-A 徳島27/高知27/香川26小豆ft.喔ft122 
愛媛43 

123 6,702 6.888 186 

巳 鳥取22/岡山65 87 87 5.717 5.785 68 

C 広島91因島•向島•江田島•能美島•窻懺島91 
大》上ft•大崎下島•生口島 

91 4.877 4,964 87 

D 島根42山□ 57大ft 99 99 4.726 4.821 95 

337-A 福岡86対馬.岧岐(長》栗） 88 88 5,944 5.997 53 

B 大分44宮綺37 80 81 3.908 3.986 78 

C 佐賀20/長崎42平戸島.大ft.五島 62 62 3,484 3.490 6 

D 熊本39天草鹿児島39鬼美大岛_ 
屋久島•抵之島•覆子# •沖永良部島•《ft 

.98 98 4.873 5.017 144 

沖*120宮古島•石垣島 
合計2.699 2.706 147.067 149.129 2.062 

世界のライオンズ 
(19赃10月31日） 

1淑醒 
クラフ数 37.034 

会員数1.352,026 1.352741 



I*大和実籣クル-プ 

ALL OVER JAPAN 
札幌.仙台•銀座•日比谷•赤坂•六本木•渋谷•新宿.池袋•横浜•名古屋•京都•大阪•神戸•姫路•岡山•広島•福岡•長崎•鹿児島 

全国に115店(直営)のフロアが1枚のカードで選べる。 
お客さまひとりひとりの個性にあった多彩なスタイノ1 
お楽しみいただけま1； 

5古屋•京都•大阪•神戸•姫路•岡山•広島•福岡•長崎•鹿児島 ^ / 

選べる。^^ 

如ら、くっろき多衫。 

端_ 001^8^ 

I札幌 1札幌店I仙台 1仙台店 

I東京 1銀座店/パレ銀座店/ 

日比谷店/渋谷店/池袋店/ 

新宿文化ビル店/新宿第一生 

命店/六本木アイビス店/赤 

坂店^]横浜三越店「名古屋1 

栄店/名古屋店南都]京都店 

I大阪 1梅田店/西梅田店/北 

新地店/難波店/宗右衛門町 

店/南店I神声1三宮店除島 1 

広島宝塚店gi岡|博多店 

銀*、礼《1、神戸、大阪…と。全W t要都市に0 

aスカイヤネットワーク〉 
エスカイヤクラブは27W38フロア0さらにグ 

ループ店を加え、全国115店(直常)をカー 

ド1枚でネット。20年の胱史と35,000名の会 
(I様-を誇る比類なきスケールの会U制クラ 

ブとして、多くのft饺をいただいております。 

ご旅行先、ご出張先でマイボ！'ルが浆しめる 
くオンラインシステム〉 

•歩光んじたエスカイヤクラブのシステムと 

サービス。エスカイヤカード1枚あれば、令 

IE|どのおWでもマイボトルがお楽しみいた 

だけるのです。 

ボhルのすべてを市販価格で 一0 
くリーズナブルブライスシステム〉 
良いものをお求めやすく。エスカイヤクラブ 

の梢神のひとつです。もちろん、多彩な味わ 

いも、お手頃な料金で……。すべてサインひ 

とつでご利IHいただけます。 

デイタ仏ライフにもgかな彩％ くわえる 
くタイアップシステ 
サービスの®とU：、令Wのホテル、ゴル 

フ場、旅行代理店、各種企業tタイアップ。 

ナイトライフ、デイタイムライフ、ともに:r欠:した 

クラブライフを展開u：おります。 

そのときの试分(:*わせて、お店が選べる 
くフリーラウンドシステム〉 
クラブをはじめ、バー、ラウンジ、パブ、ディ 

スコ、和風レストラン…〇全国115の多彩な 

を会tt様特別料金でご利用いただけま 

す。バリエーション？？かなクラブライフをお 

楽しみいただいております。 舞妓► 

Iザ•トッブクラブ•ミューシックサルーン 

■下記料金にてお楽しみしザこだけます。 

ザ.トップクラブ.ミュージックサルーン 
北新地店•名古屋店 
•エスカイヤクラブメンバー格 ¥4,000 
•ご同伴ビシター楝 ¥6.000 

銀座店 
•エスカイヤクラフメンバー格 ¥5,000 
•ご同伴ビジター格 ¥7,000 

すすきの店 
肇エスカイヤクラブメンハー格 ¥3.000 
•ご同1半ヒシター褅 ¥4.000 

舞妓银座店.北新地店.南店 
•エスカイヤクラブメンバー楝 ¥8.000 
•ご同伴ヒシター栊.¥9,000 
春一般のお客楳 ¥12,000 

入会資格は30*以tの腺または管用E 
fif職以hの方とさせてI、ただI、ております 
格調と気品の精神を守るため、あえて人 

会資格をもうけさせていただいています> 

ご理解の上ご入会ください。 
個人会員様(記名式)の場合]*登鉍料20.000円 
•入会預り金30.000円•月会费6.000円 
〔法人会員様(3名記名式)の場合：* 50.000P1 

•人会預り金70.000円• M会費15.000円 

お問合せ•資料請求は 

日本で育まれた会員制クラブの名門 

MEMBERS CLUB • 

esquire club 
〒530 

〒104 

〒〇64 

〒980 

〒450 

〒730 

〒810 

大阪市北区芝田2-1-18西阪急ビル10F大和実業株式会社エスカイヤクラブ本部事務局 

東京都中央区銀座7-2-22同和ビル9F大和実業株式会社エスカイヤクラブ東京事務局 

礼幌市中央区南四条西3 — 3礼幌大和実業株式会社エスカイヤクラブ礼幌事務局 

仙台市中央1一〗0 — 23仙台大和実業株式会社エスカイヤクラブ仙台事務局 

名古屋市中村区名駅南1-25-2大和実業株式会社エスカイヤクラブ名古屋事務局 

広島市中区新天地2— 10広島大和実業株式会社エスカイヤクラブ広島事務局 

福岡市中央区西中洲5 — 15大和実業株式会社エスカイヤクラブ福岡事務局 

S(06) 372-8571 

»(03) 574-7340 

0(011)512*4784 

0(0222)27-2964 

0(052)583-0177 

0(082)247-5965 

0(092)771-9431 



威厳に満ちた工芸家の誇りオーデマ•ピゲ 

切の世俗の流行に背を向けて、個性的で、しかも威厳に満ちた美しさあふれる工芸時計。 

スイスジkウ峽谷ル•ブラッシユが創り出す超俗のエレガンス。 

いつの時代にも選ばれた少数のヱリートにのみ手にする権利と誇りが与えられました。 

オーデマ•ピゲこそ、一つひとつが最高芸術 

編 ma_et 
la plus prcsti^ieusc des simiturcs 

Ref 6088 636 I8K YOダ什モントパべダ仆ル,ダ仲モンド入りプレスレット¥ 18.600.000 Ref 0074 I8K YGダイヤモンド¥1.200,000 (カフリンクス)Ref.0076 I8K YGダイヤモント，¥1,380,000 

日本:rスコ樣式金社〒104聚京都中央区咖-13-_ミ晃ビル〇〇3(562>|271亍M2大阪市南区_堪4-6-15聚和ヒル006(252)8833 T060礼供市中央区两-条西卜15興和匕ル«〇11(251 )8277 
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