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_ 
ョfク入りした村上国際会長 

ラムや合間に、ハビエル 

C メ*ルと記念品を贈呈I 

を公式訪問した後、ニニ-、 

^3存襟連,合111オンズ•..デーに臨んだ。フォ 

二^ブ^•デクエヤル国I事務総長（中央）にライオン 

*息:•〔福ゾ，.一—— ： 



44名） 

ミシガン州グ 

ランド•ラピッ 

ズで開かれた丨丨 

-A 2地区大会 

で、、'ライオンズ 

白杖クイーン"に 

選ばれたメアリ 

ージョ•カイザ 

一さん（19歳の 

盲学生）と語ら 

う。カイザーさ 

んはこの丨年、 

州内を旅行して 

白杖のキャンぺ 

-ンを行う 

JAPANESI / 
NEW YORH 

第三_会長時緩F結成: ズ$ラ（京藤言! 





バート•E•クラウティア国際大会部長 
イオンズ組織が国際的なものであるだけに 

国際協会事務局•部課めぐ 

入无梦"u汩にサ足なpij豕tよ芯、1豕以_cレノ り刃、め 

ロイ•シヱツヱル事務総長国際会長が日本 
から選出されたことは、東洋哲学のバックダラ 
ウンドをもった人が西洋哲学の社会で、十分に 
機能を果たしていくことを証明し、ライオンズ 
組織の国際性に自覚と誇りがもたせた 

ジョージ•W•ホフマン地区•クラブ行政部 
長会員増強がライオニズムにとって最も重要 
な生命力であり、とくに退会者の防止が急務。 
ライオニズムの発展には、現会員がすぐれたリ 
ーダーシップを発揮し、会員としての責務を自 
骨才み，>. 

り、マンネリ化を打破した魅力的な楽しい国際 マーク*C •ルーカス LCIF課長全世界 
大会を企画している のライオンズ国が、日本のようにLCIFを支 

持してくれたら素晴らしい。LC IFの新しい 
分野を開拓した長期計画やPR資料、献金者ア 
ワードの案内などを作成準備している 



エルサ•ベインツヱテル会計個々 
の人の内に持つと思われる精神的、哲 
学的な国際会長テーマ、方針の中に、 
あるいは、仕事は厳しいけれども、そ 
れを終えた後に示される感謝の意に、 
別の物の見方があることを教えられた 

A.J•テサレクエクステンション部長日 
本人は生まれた時からリーダーみたいで、必要 
ないと思われるけれども、リーダーシップの育 
成と会員増強はどこの国の駐在員にとっても大 
切な仕事の一つである 

ロバート•クウインスキーブログラム開発課 
長各クラブに発送している「アクティビティ 

•ブリティン」の編集を担当。ブラジルを初め 
各国で青少年の非行に対するアクティビティを 
実施しているが、グラインドスタッフ次期会長 
は特に麻薬問題を取りあげる予定である 

太平洋アジア課長村上国際会長 
は国際理事、副会長時代に比べて威厳がっき 
英語のスピーチも格段にうまくなった。スタ 
フの声にもよく耳を傾けてくれるので、私ども 
も全力を尽くして頑張りたい 



m 



ようこそおいでやす京都へ 
■京都におこしの時はアミタ(株)金属工芸工場にもおいでやす 

■アクセサリ バッジ•その他の一貫製造工場です。 
金銀象嵌.七宝.金銀製品•オリジナルジューリー.SP用品……ご見学に加えて 
どのようなお問合せにも即答できるよう担当社員が、待機しています。工場製品の 
即売カウンターでは京土産としてお求め下さい。 

ライオンズ紋章付用品公認指定供給業者 

755株式会社 
a (075) 661—6001 

〒601京都市南区吉祥院新田下ノ向町I 

ライオンズの皆様 新工場完成に伴いライオンズ用品は 
当工場にて集中管理しております。お問合せ.ご注文等 
すべての連絡は左記にお願い申し上げます。 

ショールームもございますのでお気軽にお立寄り下さい0 

★ダクセサリー.バッジ等工場製品に関するお問合せは下記営業所でも承ります。_ 

東京営業所亍1〇4東京都中央区銀座5-1スキヤ橋ショビングセンター2階0(03)571 — 3274 
大阪営業所亍540大阪市東区京橋1丁目7 0MMビル5階 0(06) 943-2532 



世界に通用しま1; 

さらに価値を商めた、 
アメリカン•エキスプレス•コしルド•カードの10大特典 

日本全国の提携銀行で 

50万円までのキャッシング•サービス, 
お分かりいただ{ナましたでしようか、ゴールド•力ードならではの 

ユニークなサービスや特典。この力ードこそ、あなたにふさわしい 

カードではありません“この機会に、早速、お申込みください0 

•今すぐ、お電話を…ド記の屯話であなたのお問合わせをお待ち 

U：います。(月〜土 9:00 AM〜6:00PMただし、礼W•横浜•福岡は土9 ：00AM~1：00PM) 

•ハガキTお問合わせの方は…右ドにある資料綃求券を貼り、 

住所、氏名をご記入のうえ、お早めにお送りください。 

•加盟店店頭にも…アメリカン•エキスプレスの加盟店には、写 

典の中込•側)を川总しております。おW軽にご利川ください。 

国内でも、全国の提携銀行2,400以上の本•支仏でキャッシング： 

サービスが受けられます。このサービスはオプションですが、 

資格のある方は、月に2回まで、いかなる時点においても、合計 

残高が50万を超えない範阁でご利肋こなれます(手数料3%)。 

月々の請求時に送られ石レシートで 

使用の内訳を確実にチェックできます。 

これはアメリカン•エキスプレス独特のサービスです。月々の姑 

求時には、あなたがサインされたレシートの写しをほとんどすべ 

てぉ送りします。ですから、いつ、どこで、いくら使ったか、記惊に賴ら 

ず、ご自身でチェックでき、会社の精莧などにも便利です。 

あなたの信用の高さを尊重し 

淬通、クレジット•カードは月間使用額に制限があります。しか 

し、アメリカン•エキスプレスは、会iiであるあなたの信用の品 

さを尊.重し、月々の使用額を前もって制限いたしません。これま 

てのお支払い実績や資産状況に照らして、ご返済"r能な範m 

であれば、あなたの必要に応じてご自由にお使いいただけます。 

海外で日本語での手助けが必要な時 

親身にお世話いたします。 

アメリカ本土、ハワイ、カナダをご旅行中でしたら、どこからでも 

無料電話で日本語でのサービスが受けられます。また、ヨーロッ 

パとアジアでは、特定の都市のトラベル•サービス•オフイスで 

日本語の話せる係員がぉ诗ちu:います。ぉ氕輊にご利川くだ 

さい。この価値あるサービスのご利用方法を詳しく説明した屯 

話番号カードは、会Mの赀さまにお渡ししています。 

カード部門〒107東京都港区赤坂4 H39#17兮 資料請求券 
MLD20 

札蜆（011)271-4711名古尾（052)264-1315 
東京 <03)499-2331大阪（06) 365-0310 
横浜(045)651-6191福岡（092)712-5900 



あなたのサ^ンが 

11枚のカードで、世界 
丄.160余力国に通用。 
国内加盟店網もさらに 
拡充しています。 

急時のお手伝い、紛失. 

盗難時のカードの再発 

行など、海外を旅行中 

の会员の方々に親身な 

お世話をいたします。 

シンガポール、香港、ハワイ、ニューヨーク、ロンドン、パリ…。 

アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カードは、世界160余力国の 

ほとんどの一流ホテル、レストラン、専門店、航空会社、レンタカ 

一会社などで歓迎されます。お支払いはあなたのサインひとつ。 

しかも、どの国でお使いになられても、すべてご精算は日本で円 

建てですませられます。国内の加盟網もいっそう充実しました。 

いずれも選りすぐった優良店揃いで、あなたをお待ちしています。 

新しI、アメックスのギャランf•イー•リザべーシヨンなら 

•到着が遅れても、お部屋は確保されてC、ます。 

ホテルのご予約は、アメリカン.エキスプレスのギャランテイー. 

リザべーション(保証つき予約〉が確実です。国内•海外を問わず、 

私どもの提携ホテルでは、あなたが、ったんr約されたお部屋は、 

どんなにご到着が遅くなっても確保されており、しかも、スピーデ:r 

にチェック•インできます。万一、お部屋がふさがっていた場合 

には、黃任をもって同等のお部屋を用意いたします。その際、 

一泊の部屋代、移動のためにかかる交通奴など、すべてホテル 

側で負担t、たします。また、キャンセルは午後6時（リゾート地は 

4時）まで受付けます。この際、キャンセル#号をホテルにお 

尋ねの上、キャンセルした証明とur控えておいてください。 

3世界中で約1，000のトラベル•サービス•オフ^スが 
#旅の安心をお届けしま1； 

旅行先で賴りになる相談相手があることほど、安心なことはありません0 

アメリカン•エキスプレスは、世界120力国に約1，000のトラベル•サー 

ビス •オフf スを持ち、旅行手配、海外でのキャッシング •サービス、緊 

4万一、カードの紛失•盗難にあわれても _ 
§私どもがすべて責任を負います^ 

カードの紛失や盗難に気づかれたら、まずアメリカン•エキス 

プレスへご連絡ください。お届けがあった時点から、すべて資 

任はアメリカン•エキスプレスがIU、ます。万一、お届けが遅れ、 

いくらカードを不正に使われたと“も、あなたの資任額は锻高でも 

1万円までですみます> あなたをお守りするこの大きな保陣は、 

アメリカン.エキスプレスならではのものです> 

5カードを失くした時、世界中どごeも_ 
，通常、当日の営業時間内に再発行します> 

どなたもご自分は人丈夫とお考えのようですが、旅行先でカード 

を失くし、途方にくれてしまう方も意外と多くいらっしゃいます。そこで 
アメリカン•エキスプレスならではのサービス。世界の主要都市 

に約1，000力所あるトラベル•サービス•オフィスで、通常当日、 

遅くとも翌日の営業時間内に新カードを再発行いたしますから、 

あなたはそのまま快適な旅を続tすられます。 

6海外、約1，000のサービス網で、いざという時 
# 50万円相当額までご用立てします。 

仕事の都合で滞在が延びたり、思わぬ出费がかさんだり… 

海外出張にはよくあることです。こんな時にもゴールド•カードが 

頼りになります。世界に約1，000力所あるトラベル.サービス. 

オフィスで、21日毎に50万円相当額までご用立ていたします(手 

数料は3%です)。しかも、ご返済は日本で、円建てですみます。 



用紙に所定事項を記入し、献眼登録の手続きをす 
るのは簡単だが、死後、眼球を摘出し病院に運び、 

手術を施して盲人が開眼するまで、そのことに携わ 
る多くの人々の苦労を考える時、容易なわざでない 
ことに思い至る。 

静岡県•小山rは、アイバンク運動に取り組んで 
15年、町民のI割に当たる1,800名の登録を受け付け、 
昨年暮れには取り扱った献眼者が100名を超えた。3 

月14日、甘露寺ほか12の寺院の協力を得て、町立青 

少年会館で合同慰霊祭を催した。斉藤寿義会長の慰 
霊の辞があって、読経の中、遺族はじめ参列者の焼 

香が続いた。読売光と愛の事業団に対し感謝状が贈 
られた（写真左）あと、東大眼科助教授•谷島輝雄 
氏が献眼者と受眼者の仲介としての感想を述べ、運 

^ 動推進を勇気づけた。 



炎 

3月7日、東京•銀座の歩行者天国は、 
暴ったり•晴れたりの肌寒い日だった。者R 

内血液センターと民放ラジオの主催で、 
「はたちの献血.銀座街頭キャンペーン」 

が行われ、東京秋葉原、東京八王子、東 
京神楽坂、東京練馬石泉、東京尾張町の 
各クラブが協力して、愛の献血を呼びか 
けた。 
会場は、銀座通り松屋横、松坂屋横、 

東海銀行横、数寄屋橋公園と日比谷映画 
街の5力所。青い目の外人が、ライオン 
帽に目を丸くして通り過ぎていく中、若 
い人々が腕をまくり上げて受付に近づく 
姿が多く見られた。 
東京秋葉原Pでは月2回と決めて、ラ 

イオネス、レオも動員して続けてきたが、 
この日7万人目の献血者を表彰すること 
にして、手ぐすねひいて待っていた。午 
後2時45分、ついに現れたその人は、杉 
並区に住む森田幸夫さん、25回目の献血 
だそうだが、思ってもみなかった幸運に、 

記念品を贈られてびっくりした表情だっ 
た。（写真上） 

2たも愛獅，. 
遇、東疗1一一 



日本ライオンズ30周年記念式典は昨年10月、 

日本武道館で執り行われたが、3月25日、東 
京5ラの30周年記念例会が帝国ホテルを会場に 
催された。 
写真上は表彰されたチャーター•メンバー、 

左かられ古川正重、れ浜本正勝、大原久之 
と朝吹英一会長。記念アクティビティは血液 
運搬車と数寄屋橋公園に花時計、それに今後 
の事業活動のための丨千万円基金設定と発表 
された。 
特別参加の島田祐子さんが音楽ショー、10 

曲メドレーを披露したが、これは東京多ラの例 

会ごとに丨8年にわたって歌ってきた800曲の 
中から、特に喜ばれたものを選んだとのこと。 
スポンサーした19の子クラブ会長、幹事、ゲ 
スト、来賓も含めて、和やかな雰囲気に浸っ 
た記念例会であった。 

東京ライオンズクラブ30周年記念例= 



誰しも、酔うために酒を飲み、月末になると 
クレジットカードをつかう時代があります。し 

かし、人生に潮が満ち、大いなるゆとりを手 

にした時に、ひとは味わうために飲むことを 

知り、豊かさを楽しむためのカードをつかう 

ようになります。ダイナースカード。高い社会 

的地位と収入を兼ね備えたひとだけをメン 

ノ く一に迎えてI、ることが、サインひとつでI千 

万円でも利用できるなど、一般のカードにな 

い強みを持たせているうえに、百年の眠りか 

ら醒めたコニャック城のコニャックをメール 

オーダーで入手できるなど、クラブサービス 

を極めて豊かなものにしています。ダfナース 

は、単なる力ードを超えた、選ばれた人びと 

の「クラブ)なのです。 

•ダイナースクラブ会貝、それは、次のような 

入会条件にかなう方がた…®33熳以上で 

既婚の方®動続年数10年以上の役職者 
の方®原則とじr自家保有の方…の基本 

条件をすべて満足した方で®大手企業の 

部課長以上の方®中堅企業のオーナー- 

役貝の方 $ 大学教授、 医師、弁護士など 

•柬京本社：TEL(03)499-I311(大代表)柬京都 
渋谷区渋谷h 13-7千秋ビル〒150籲大阪支店:TE L 

(06)202-4616(代表)春福岡支店:TEL(092)28I- 

3172(代表)參名古屋支店：TEL(052)563-I09I 
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运婚式場設備 

i祭り用品 

(カタログ進呈〉神輿•祭具•殿内調度品•神官義 

29 28 27 26 24 

10 0799 11 

伝統と技術の才 宮内庁御用達 

トンネルの中で 
憲兵様々 

太»は柬から 

森建樹 
川越義7 

阪久治郎 
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表紙見か 

忙中閑を^r 

この人と語る. 
鵜匠山下善平氏 聞き手篠田博正 

抱待席=私の出会った人- 

婦人科の軍医さん SS郎 

©上田際会長ラVKニズム発祥の地 
アメU力各地を歴肪. 

トビツクス 
献眼献血豪^三十周年例会…… 
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PRESIDENT'S MESSAGE 

日本さくらの会会長の福田一衆議院議長を訪問、特別メダルを贈った 

—JOIN HANDS IN INTERNATIONAL GOOD WILL— 

国際会長 

村上薰 

1 1 
0 

国際親善で手をつなごぅ 

世界各地の旅行を通して私が強く 
感じとつたことは、相互理解をもつ 

て和を育むためには国際的事業が大 

変効果的であり、世界の多くのクラ 

ブがその点を強調するような奉仕事 
業を実施していることである。これ 

らの事業を通して、世界の隅々まで 

友好と親善の手を伸ばし、我々が真 

に和をきずく人であり、その和を他 

の人々とも分かち合ぅ者であること 

を実証できる。 

国際会長としての私のゴールは、 
最善を尽くして東洋と西洋を相互理 

解でより密接に結びつけることであ 

る。東洋と西洋の人々が、お互いの 

文化に対する認識と理解を深め、地 

球と呼ばれるこの惑星に住む隣人同 

士となるよう励まして行きたい。 

国際協会には一組の役員および理 
事がおり、一#の国際会則が制定さ 

れているが、個々のクラブが存在す 

る国々では、それぞれ異なった伝統 

が守られている。ライオニズ厶の世 

界的な姿を知ると同時に、各地域の 

異なる特徴を理解してこそ、我々の 

団体が国際的である真の意味が明ら 

かになるのだと思う。どの国にいよ 

うと一日は二十四時間である。そし 

ていつどの地帯にいようとも、その 

地帯の時間、即ちその地帯の文化や 

伝統に合わせていかなければならな 
ヽ〇 

V 

各ライオンズ会員が、何らかの形 

で他の国のライオンズと親密な関係 
をもつよう奨励したい。お互いに知 

り合い、意見やアイデアを交換し、 

国境外のライオンズの奉仕活動を理 

解するよう努めて頂きたい。これは 

種々の形式で実現されることができ 

る。姉妹提携、アマチュア無線交 

信、クラブ相互援助、共同奉仕事業 

などは、世界のライオンズ、ライオ 

ネス、レオが実施できる国際的アク 

テイビテイの数例である。またライ 

オンズクラブ国際財団(Lc IF) 

は、異なる文化をもつ人々の間でラ 

イオニズ厶の和と人道主義的精神を 

促進するための最適な機関である。 
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3月5日、東京隅田川Pのチャーター•ナ 
イト20周年記念大会が東京•九段のホテルグ 
ランドパレスで行われた。記念式典のあとの 
チャリティ•ディスコ大会では、リズムに合 
わせて体を動かし、楽しいひと時を過ごした 

一夕-ナイトみ)周年記念大 
東京隅田川ラム足"7 

LCIFを通して、薄幸な人々の援 

助に励む他国のライオンズに力を貸 

すことができるのである。 

海洋、大陸を越えた国々の人々 

と、心の中に感ずる充実感を分かち 
合ぅ時、さらに深い心の安らぎを味 

わえるのだと思う。他国の人々と手 
をつなぎ、和と親善の精.Wを育も 

う。百万以上のライオンズ、ライオ 

ネス、レオの人道主義的行為が、さ 

らに百余万の人々に人道主義的精神 

をもたらすのである。それぞれ違っ 

た言葉が、平和の言葉といぅ共通語 

にかわるのである。 

ラィオンズは個人的には違った人 

間であるが、共通の理想をもって献 

身する時、その相違を超えることが 

できる。国際理解で社会に和をもた 

らし、我々が皆、和をきずく人々で 

あることを実証しよう。 

タイ•バンコクのランピニ公園で植 

樹に参加 

ブラジルのジョアン•バチスタ. 
フィゲイレド大統領と会談。国際 

的な問題について話を交わした 
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ではない少年非行 

铸視庁防犯部少年第1課 
防犯部理事官鈴木秀範氏 

於警視庁 

親なら誰でも自分の子どもを立派に育てた 

いと願うのは当たり前のこと。ところが現状 

はSラだろろか。中学生の校内暴力、家庭内 

暴力が社会的問題となっている。エスカレー 
Fする青少年問題を前に親たちは、なす術も 

なく戸惑うばがリ……。 

根のない民主主義がもたらした弊害なのか、 

高度成長が生んだ歪みなのか一〇親として 

人生の先輩として、未来を担ラ青少年のこと 

を真剣に考えてみたい。 
今月は「その1jとして、警視庁防犯部の 

鈴木秀範氏のお話と、関連原稿を取りまとめ 

てみた。 

「犯罪少年」、「触法少年」となる恐 
れのある少年を「ぐ(虞)犯少年」 

と言つていますが、それらを併せた 

のが「非行少年」です。 

「非行少年」ではないが虐待、酷使、 

放任されたり、児童福祉法による福 

祉の措置を必要とする少年を「要保 

護少年」。飲酒、喫煙、けんか、そ 
の他自己または他人の徳性を害する 

行為をする少年を「不良行為少年」。 

以上すべてを総称して「非行少年 

等」と呼んでいます。 
諸井不良行為とは、具体的にはど 

んなことですか。 

鈴木飲酒、喫煙、薬物乱用、凶器 

携帯、乱暴、けんか、たかり、深夜 

はいかい、家出、無断外泊、不純異 

性交遊、婦女誘惑、いたずら、不良 

交友、怠学、怠業、不健全娯楽、金 

品持ち出し、暴走行為などいろいろ 
ありますが、乱暴、けんか、たかり 

はそのやりかたによって暴行罪、恐 

喝罪になったりもします。 

諸井刑罰法令とは刑法のことです 
V* 〇 

鈴木これも刑法犯少年と特別法犯 

少年の二つに大きく分けています。 
刑法犯少年の罪種は凶悪犯(殺人、 

強盗、放火、強姦)、粗暴犯(凶器 
準備、暴行、傷害、脅迫、恐喝)、 

窃盗犯、知能犯(詐欺、横領、偽 

造)、風俗犯(賭博、わいせつ〈強 

制•公然•物〉)、ぞぅ物犯、その他。 

特別法犯といぅのは刑法以外の法 

律を犯した行為です。(特別法外 

国人登録法、軽犯wr暴力行為等処罰 

二関スル法律、競馬法、風俗営業等取締 

法、売春防止法、銃砲刀剣類所取締 

非行少年とは…… 

諸井一般の人が重大なことと口に 

していても、知らない、知ろうとし 

ない少年非行の内容について、まず 

お話し頂けますか。 

鈴木用語解説的にご説明致します 

と、十四歳から二十歳未満の罪を犯 
した少年を「犯罪少年」。十四歳未 

満で刑罰法令に触れる行為をした少 

年を「触法少年」。保護者の監督に 

服さない、家に寄りつかない、犯罪 

性のある者と付き合っている、将来、 
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馨インタビュー 

とても他人事 

聞き手ライオン誌日本語版委U 

諸井益次郎 

1982年3月10日（水) 

(一〇^五^:/十九歲ハ九こ一打) 

と年齢順で、前年の十五歳に替わり 

十四歳が一位となって、低年齢にな 

るほど比率が高くなっているのが昭 

和五十六年の特徴といえます。 
諸井そぅしますと、十四歳未満の 

触法少年も増えているといぅことで 
一 ^ 〇 

1力 

鈴木ええ、残念ながら十三歳(六 

〇fv)が圧倒釣に多い。以下、十二 
歳(一九•八打)、十一歳(八•六 

打)、九歳以下(六•九打)、十歳 

(四•七打)の順ですが、前年比で 

も十三歳は五〇•一1^増と、十三歳 

の台頭が著しい。 

数的には少ないが、強盗、放火な 

ど凶悪犯の増加が目立っ.ているのも 

要注意ですね。 

諸井特別法犯でも低年齢化の傾向 
がありますか。 

鈴木はい。十三歳以下がニー•二 

打増加して、あとの年齢層は減少し 

ています。それから覚せい剤法、軽 

犯罪法が前年に比べて、それぞれ四 

四.九打、七七.八打と増えている 

のも気掛かりなことです。 

諸井犯罪•触法少年の予備軍とも 
いえそぅな、ぐ犯少年の補導も増え 

ておりますか。 

鈴木統計的にはやや減少していま 
す。しかし、ぐ犯行為では家出(六 

八•四打)が圧倒的に多く、不良交 

友、薬物乱用の順ですが、前年に比 

ベて飲酒、喫煙、乱暴、けんか、た 
かり、不純異性交遊、不良交友、怠 

業が増加しています。 

諸井非行の低年齢化は、日本ばか 

りではなく世界的な傾向でしょぅが、 

困つたことですね。 

鈴木成人犯罪は昭和五十三年をピ 

—クに下り坂ですが、少年犯罪だけ 
は急上昇しているんです。戦後の混 

乱期であった昭和二十五年が第一の 
山、ベビ—ブー厶の子どもが少年期 

を迎えた三十八年が第二の山、第三 

の山は経済の高度成長期である四十 

九年で、その年以降、上り続けてい 

る。しかも非行の七〇打は中•高生 

(中学生四六•六5::、高校生ニニ. 

六^〇なんですょり前年ょり高校生 

は〇•五打減であるにもかかわらず、 

中学生は二七•九打も増えています。 

犯罪内容はその六〇IVが窃盗、中で 

も多いのが万引きと自転車、オート 

バィを盗ること。暴行、脅迫、恐喝 

行為も多くなつていることが特徴と 

して言えると思います。 

番長グル—プをあおるスケ番 

諸井最近、頻繁にマスコミをにぎ 

わせている校内暴力の実情はいかが 
でしょぅか。 

鈴木教師に対する暴力の問題は、 
昭和五十一年に一六件であったのが 

五年後の昨年には一二四件も起こっ 

ている。先日も新聞に出ていました 

が、先生が殴られて意識不明になつ 

たり、担任教師を二十五^の牛刀で 

切りかかる、先生の頭をねらって空 

法、大麻取締法、覚せい剤取締法、毒物 

及び劇物取締法、その他) 

増える少年犯罪 

猪井最近の少年非行はどんな特徴、 

傾向がありますか。 

鈴木警視庁でまとめた東京都の最 
近のデ—夕をもとにご説明致します。 

刑法犯の犯罪少年では窃盗が五八打 

で最も多く、次いで横領、傷害、暴 

行、恐喝の順になつています。 

補導された少年の年齢別では十四 

歲(二五こ一^)が最も多く、十五 
歲0二17五打)、十六歳(二〇 

打)、十七歳(ーー.六打)、十八歳 
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れることによつてハクをつけたと考 

えているようですね。 

諸井なぜ校内暴力が多くなったの 
でしょうか。 

鈴木中学生の時期は年齢的に仲間 

意識も強まりますし、学校、家庭に 
対する不適応があるんです。いろい 

ろ調査した結果をみましても、先生 

に敵意を感じる、先生を殴りたくな 

る、が三〇〜四〇打もあります。学 

校の規則に対する不満、先生は自分 

を悪い生徒と思っていないだろうか、 

進学への不安など、かなりうっ積し 

たものを持っているんですね。 

諸井うっ積を爆発させているわけ 

ですか。 

鈴木大人社会や対立するグループ 

との葛藤から仲間意識が強まったり、 

グル—プに入ることによって自分の 

身の安全を保ったり、大勢でやるこ 

とによって責任転嫁することもでき 

ることで、自己満足することになる。 

しかしながら、早いうちに手を打つ 

なら解決はできるのです。 

校内での最初の兆候は、落書きが 
目立つ。不良っぽい服装になる、屋 

上や便所でたばこを吸う、金銭的な 
トラブルや、たかりがでてくると第 

二段階。次に授業ボィコットや怠学、 

教師への反抗、施設の破壊、さらに 

進むと凶器を持って先生を殴る、と 
エスカレ—卜してくるわけです。 

甘い親、無関心な親 

諸井注意深く見ていると、それな 

りの兆候はあ 

るものなんで > 

すね。g分の ？1#<1 二 

式ともに限っ一111二 

ては大丈夫111111 tJrh 

議し)愚 

巧妙なんです。母親の中には「万引 

きはドロボゥですか」と聞く人もい 

るのが現実です。警察で万引きした 
品物を持つてくるよぅに言いますと、 

子どもと一緒に隠したり、焼いたり、 
捨てたりして証拠隠滅をはかる母親 

もいて、親子ともども倫理意識の欠 

如が見られます。 

鈴木ぅちの 

子に限って、 

と必ず親は言 

いますが、現 

実にはやって 

いる。万引き 
をしても本人 

に罪悪感はな 

いし、一般化 

している。従 

つて、手口も 

VLI ^ 

311 lsr一4参 

気銃で撃つ、先生の腹をけったり、 
ひじ打ちをする。手の甲にたばこを 

つけてもみ消す、廊下を自転車で走 
りまわったり、非常べルを押したり、 

といった行為が学校内で行われてい 

るわけです。 

校内暴力の一番の根源は番長グル 

1プなんですょ。番長、裏番長、番 

格といったグループが学校外のグル 

—プ、例えば暴走族と結びついたり、 

連合化して、総番長、総長、統制隊 

長、特攻隊長、親衛隊長などの名称 

を使いながら勢力争いをしている。 

スケ番グル—プといぅ女子のグルー 

プが、番長グルパプをあおっている 

ケースもある。それと、一つの学校 

に多発する傾向も。一校で一九回も 
起こした学校もあります。番長校な 

んだといぅメンッにかけて暴れ、暴 
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茶道炎交，茶道美術0害出版 

I*淡交招g 
本社/京《市北区霭川遢*馬口上ル 
支社/東京部千代田区_«14-4-3 
揮瞽/京IB5-4578 

代表取締役社及納屋嘉治(京都L.C> 

京野菜はなぜぅまい 

京野菜文s_四郎 

賀茂，^K堀川ごぼう、すぐき…京野菜の名は全国的に知られています。 
京野菜は京料理の味を支える陰の主役。その足野菜のすべてを、 

野菜改良に生涯をかける著者によって平易に解説。 
•B6判.220頁■定価1、200円.4月下旬刊行予定 

66の古寺名刹の心をさぐる 

古寺巡礼ひとり旅 
井上靖序•臼井史朗著 

淡交社「古寺巡礼」66巻刊行の順を追い、淡交社S局長臼井史朗が 
「仏教タイムス」に連載。^3の完結を記念し、その貴重なノートを 

一冊にまとめたエツセイ集0 

•B6判.272頁■定価1、200円*4月下旬刊行予定 

諸井何を万引きしていますか。 

鈴木年齢にもょりますが、低年齢 

の子はかわいらしい物やチョコレー 

卜、漫画本です。小•中学生は男の 

子が多く、高校になると女子が多く 

なる。女子高生は自己顕示欲を満た 

すょぅな装身具、衣料の類です。 

諸井少年非行で他に突出している 

のは何ですか。 

鈴木昭和三十年代に始まった暴走 

族が四十年代に社会問題となり、五 

十年代に入つてから、さらに悪くな 

った。彼らは集団で走って来て、■青 

信号は進め、黄も進め、赤は注意し 
て進めでしよ、危ないことこの上も 

ない。暴走族の九八打は少年、その 

うち三分の一強が高校生です。 

諸井暴走族も校内暴力も同じ背景 

を持っているょうに思いますが、親 

は気付いていないのですか。 

鈴木夜半の三時、四時に走りまわ 

っているのを補導しますと、親は、 

「うちの子は二階で寝ています」「見 

てください」「おや、いません」と 

いうことで、親の甘やかし、無関心 

が目立ちますね。 

子は親の背を見て育つ 

諸井明日の社会を託す少年の現実 
は、かなり厳しいことが分かりまし 

たが、救いはありますか。 

鈴木悲観する材料ばかりでもない 

のですよ。と言いますのも、十人の 
うち七〜八人は初犯少年です。早期 

に芽をつむなら、子どもは将来性、 

若さ、エネルギーもあり、必ず立ち 
直れます。抑えっぱなしではいけま 

せん。 

諸井周囲の大人は、どういうこと 
から子どもの曲がりかけた行動を見 

分けることができますか。 

鈴木こそこそ電話とズル休み、こ 

の辺が要注意です。それから、友だ 

ちが来て裏から呼び出す、友だちと 

衣服の交換をしたり、現金を貸し借 
りする、小遣いの増額を要求する、 

行き先を告げないで外出したり、帰 

宅時間が不規則になる、隠語を使う、 

学校からの連絡を隠したり、という 

現象がでてきたら、よく注意して頂 

きたいですね。 
諸井昔から親の背を見て子どもは 

育つと言われていますが、子どもの 

ことを責めるばかりでなく、まず何 

よりも親が自覚しなくてはいけませ 

んね。 
鈴木アメリカの離婚率は、家庭崩 

壊と言われるほど高いわ竹です。日 

本でも昭和二十二年に比べると離婚 

率は約二倍になっています。健全な 

家庭が子どもには必要なんですよ。 

少年非行の原因は一つだけでなく、 

複合して起こりますので、そこに難 

しい面もあるわけですが……。 

諸井夫婦相和しながら、子どもに 

は温かなハ—卜と冷静な頭で接する 

ということでしようね。まだまだ覚 

せい剤等うかがいたいことがありま 
すが次の機会に……。 

今日はお忙しいところを貴重なお 
話ありがとうございました。 
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家庭の主権は父親だ 

片山睦三 
(北海道•釧路P) 

まず〃三ボケ〃脱却 

ある連合PTAから、家庭につい 

ての講演を頼まれたので、「今年は 

ボケ抜け元年」といぅ奇妙な題で話 

をした。私は数年前から、時々_r一一 

ボケ"なる言葉を使っている。 

.一、平和ボケ 
二、 民主ボケ 

三、 高度成長ボケ 

の三つをまとめて，三ボケ"と一言 

AHM3 
しつけ 

っているが、平和が四十年近くも統 
くのは、日本の近代史にもないこと 

で、大変有り難い次第だが、半面、 

国民全体が精神的に平和ボケしたこ 

とも事実だ。 

こんな時代には、えてして変てこ 

な現象が現れるもので、女性が不自 

然に"突出，してきたのもその一つ。 

また、民主ボケと高度成長ボケの二 

つは、今日の家庭教育を破壊した元 

凶と言ってもよい。どだい民主主義 

というのは、少々皮肉を言えば「お 

前はお前だ、勝手にせぇ/」という 

主義である。特に日本の民主主義は 

アメリカ産を直輸入したもの。「ひ 
とりひとりの家族を、家庭という覊 

絆から解放する」のが目的だった。 
古い日本の家庭•家族制度とは、正 

反対の立場をとるものだったから、 

混乱が起き、悲劇が生じたのは当然 

である。 
ところで、お茶の水女子大学の外 

山滋比古先生は、最近ある新聞に「青 

少年の八割が現状に満足感を抱いて 
いるというのは、まさしく"異常〃 

•関連原稿 
私が常々、ライオンズクラブの目的 

の中に、「会員相互のトレ—ニング」 

を入れてほしいと主張しているのは、 

そのためだ。 

父親の出番が来た 

外山先生が「怠惰な満足感は非行 

の温床」とか、「家庭で子どもを甘 

やかすな」と言つているのには、私 

は大賛成である。しかし最後のまと 

めで、「家庭教育のカナメは母親」 
と言つている点だけは、少々異議を 

唱えたい。 

常識的な夫婦の業務分担では、子 
どもを主体にした家庭教育は、母親 

ないしは主婦の責任かも知れない。 
だが、もともと女性、特に母親とい 

う立場の人は、それほど賢明でない。 

総じて彼女らは社会性に乏しい。だ 

である」という論文を載せた。これ 

は総理府の出した『青少年白書』を 
見て批判したもののようだが、「満 

足とは異常だ/」と喝破したところ 

が面白い。正確には、社会、生活、 

環境など、現状に満足している若者 

が七八*一一IVもいるというのだが、 

どうやらこの数字は、大人の中流意 

識八九?Vに通ずるものと言える。 

'世の指導者層、•為政者や会社経営 
者などから見れば、国民のほとんど 

が中流意識をもち、若者や子どもが 
満足感を抱いているほうが、平穏で 

有り難いかもしれない。しかしそれ 

は、ある意味では危険である。もと 

もと子どもに不満がないというのは、 
決して喜ぶべき現象ではない。彼ら 

が不満や欠乏感をパネにして、何か 

を試みる。それが活力の源泉であり、 

前向きの家庭づくりに役立つ。 
もっともそのために、親は忙しい 

目に遭うだろうし、時に心配ごとも 

起きる。だがヌクヌクと、冒険も蛮 

勇も振るわず、現状肯定でいくなら、 

何の家庭論議ぞや、と言いたくなる。 
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補聰器 
専門店でお求め下さい 

リオネット補聴器(国 *) 

ホナック補聴器(スィス製〉 

レキストン補聴器(スィス製> 

ボッシュ補聴器(西ドイツ製〕 

難聴といっても皆それぞれ耳の障害は 
違います。ちょうど「メガネJのように、 
誰にで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 
性能のものがあ〇ます。専n知識の豊 
富な店で相談されるとよいでしょう。 

理冊産業株式合社 
東京補聴器センター 

東京都千代田区鍛冶町二丁目3— 4 (亍101) 
国電神田駅柬ロスグ（大和銀行前） 
0(03) 252-1558(ft) 日•祝日も営業 

大阪補聴器センター 
大阪市北区中崎西二丁目2— 1(〒530) 
梅田駅東•堂山交叉点柬スグ(東梅田八千代ビル1F) 
«(06)311-5205(ft) 木噃定休 

名古屋補聴器センター 
名古屋市中区大須四丁目10— 20(〒460) 
0(052)26〗一3511的 年中無休 

補聴器センターメルサ店 
名古屋駅前• メルサ6階 
0(052)582 — 7H1(内線487)第3木噃定休 

静岡補聴器センター 
静岡市臞匠三丁目18 - 25(〒420) 
0(0542) 46-2311(W 第卜第3日嚯のみ定休 

北陸補聴器センター 
金沢市高岡町1番35号(〒920) 
〇 (0762) 62- 2531(^ 第卜第3日曜は営業 

=重補聴器センター 
津市西丸の内2〇番6号(亍514) 
0(0592) 28-311M) 

岐阜補聴器センター 
岐阜市金宝町二丁目3(x500) 
O(0582)64-3846frt) 火曜定休 

豊橋西武補聴器センター 
豊橋駅前•西武百貨店7階 
tt( 0532) 54 — 5779(直通） 木曜定休 

からこそ「動物的な母性愛」で我が 

子を一人前に育てられる。また日本 

の女性ほど、時代に順応する素質を 

もっている魔物もいないだろぅ。年 

配の人たちは、戦中、戦後、そして 

平和時代の彼女らの威力を、よく知 

っているはずだ。 

それだけに、今度は父親の出番で 

ある。育児やしつけの技術は母親が 

上手かも知れないが、家庭内の雰囲 
気づくりや大きなしつけの改革は、 

父親の仕事だ。私の所論であるど一一 

ボケ脱却，も、父親が頑張らねば出 

来ない。しかもこぅした改革は、一 

種の「運動」にする必要があるし、 

学校や地域との提携も大切だ。母親 
たちが、井戸端ならぬ婦人会などの 

集まりで、依然として高度成長ボケ 

(カネとモノにおぼれる)を露呈し 

ていたら、子どもの間に緊張感は生 

まれない。 

〃ブタ知恵，に感激 

ある農家の方から聞いた話だが、 

雌豚には乳房が十四ある。ところが 

彼女は、一度のお産で十五、六頭の 

子豚を生む。その中には、生まれつ 

き体格がよく力の強いものと、体が 

貧弱で力の弱いものとがいる。おま 

けに母豚の乳房は、上のほぅが乳の 

出がよく、下のほぅは悪い。そこで 

子豚たちは出のよい乳房に殺到し、 

力ずくで押しくらまんじゆうを始め 

る。母豚は子豚の競争心理を巧みに 

利用し、一見ぞんざいに扱つている 

ようだが、なるべく全部の子豚がた 

くましく丈夫に育つよぅ心掛ける。 

この話を聞いて、大いに感激した。 

これは次元の低い動物の本能かも知 

れないが、人間が見習ってよい立派 

な"ブタ知恵"である。子どもが少 

なければ、家庭のしつけや教育はか 

えつて難しい。一人つ子なら、よほ 

ど両親がしつかりしないと、いつの 

間にか甘つたれ子になる。昭和十五 

年ころは一組の夫婦に四•一人の子 
が生まれたが、五十五年には 一•七 

人に低下した。十年前までは「少な 

く生んで立派に育てる」と言ったが、 

今は「少なくとも二、三人の子は必 

要」に変わった。少産の弊#!が分か 

ってきたのだろう。 

俵萠子さんの『子育て十年、子別 

れ十年』を見ると、この〃ブタ知 

恵"に通ずるょうなことが書いてあ 

る。中学二年生だった長女との会話 
こ' 

——学校で一番人気のあるA先生は、 

時々生徒を殴るんです。自信をもっ 

て生徒を殴れる先生だから、生徒に 
慕われるんじゃないの…… 

というあたり、なるほどと感心し 
てしまつた。 
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しつけは〃押しつけ" 

公私混同で悪いが、私どもの新聞 

社ではここ数年〃三風運動"という 

のを始め、そのパンフを携えて東北 

海道の各市町村を回った。〃三風" 

は私が命名したもので、家風•校 

風•社風を見直し、その健全な 

"風，で、よりよい郷土を建設しよ 

うというのである。一見、古臭いよ 

うな運動だが、今の時勢に合ったの 

か、各地、各界で大変な好評を博し、 

引っ張りダコだった。特に家風にち 

なんで、「家庭教育の見直し」をテ 

丨マにした会場では、時間が足りな 

くて残念だ、という声も聞かれた。 

抽象的な"タカ派論，を書いてい 

るうちに、肝心の具体的な〃しつ 

我がクラブでは、本年度の奉仕の 
重点目標に青少年の健全育成を取り 

上げ、その目標に沿った種々の活動 

を積極的に実践している。今回特に、 

が、最後にまた他人さまの言葉を拝 

借する。この人の名は畑正憲、別名 

厶ッゴロゥ。動物学者で作家だが、 

北海道に縁の深い先生だ。 

——子どもをしつける場合、お互い 

納得いくまでとことん話し合ぅ。そ 

んなことは、ある面では非常に不自 

然です。(中略)私の娘が、自分で 

遊んだ後始末をしなかったり、老人 

や先輩に失礼な態度をとったら、私 

は即座に怒鳴りつけ、時に殴り飛ば 
すでしょぅ。しつけとは、ある意味 

で押しつけです。人として生きてい 

く上の原則を我が子にしつけるのに、 

何で論理的な裏付けが必要でしょう。 
親と子のコミュニケーシヨンには、 

言葉だけでは済まされぬものがあ 
り、それがとても大切だと思うので 

校内暴力を考える一つのきつかけに 

なればと、京都保護観察所の中島源 

藏所長さんたちのグループの協力を 
得て、リミテッド•アニメーシヨン 

による16ミリフィルム(25分)を作成 

した。 

その数、百本(製作費一千万円) 

は京都府教育委員会、京都市教育委 

員会を通じて各学校、PTAなど教 

育関係へ、また京都府警察本部少年 
課を通じて府、市各署とそれぞれの 

単位少年補導委員会へ、さらに希望 
により府下市•町•村へ贈呈•貸出 

を行い、現在話し合いの材料として 

大いに活用されている。 

このフィルムの特徴は"おわり， 
という字幕が出ないことである。こ 

のフィルムを見た人々が、それぞれ 

の立場で校内暴力の実態を再認識し、 

その善後策を話し合うことが"おわ 

り，なのである。 

例えば、 

先生から父兄、あるいは地域社会へ 

1、 服装についてどのように考える 
y 

2、 持ち物について不審に思うこと 

はないか 
3、 父親に内緒で金を与える母親に 

ついてどう思うか 

4、 放課後の生活指導をどうするか 

5、 家庭で本人を交えて話し合うこ 

とがあるのか 

父兄から先生へ 

1、授業中の先生の態度はどうなの 

2、 何か学校で具体策を考えている 

のか 
3、 職員室へ逃げこんだ生徒に対す 

る指導はどぅか 
4、 学校でもっと厳しくしつけがで 

きないか 

5、 ホー厶ルー厶等で話し合いはな 

いのか 

などを話し合つて頂く。その他質 
問なり意見なりを出し合い、討議し、 

先生•父兄•地域社会が一体となつ 

て対応策、予防策を考えて、中学校 

け#を述べるスぺースがなくなった す| (新聞社経営.66歳) 
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賀寿、功労、叙勲、謝恩、 
金婚•銀婚等の御記念に 

世界無比の 
革新技術による格調高い 

真実迫真の彫像です 

の平静を図ることを目的としている。 

なおこのフイルムは新聞などの報 

道、学校の先生方から相談のあった 

問題、行動などの事実を題材に、校 

内暴力の実態を取り上げたもので、 

丸鉄丸屋栄武屋屋越越越屋屋ハ鉄 

坂坂滿 茼キ 

大近大松丸西松天111 III三井玉卜近 
阪阪都B屋撟网山A山松倉岡分府 

大大京名名璧靜岡広松高小福大別 

店屋丸屋屋武息屋屋7t野越金越井 

三高大松松西柬高. 上三本三今 
京京京京京京京浜V葉宮台田(Kffi 

東東東栗聚東東攢攢千#仙秋札札 

話し合いのための問題を提起したも けることを信じている。なおこのフ は遺憾なことだ。なぜに学業を嫌い、 

のである。 イルムについてのお問い合わせは左 学校ばなれになるのか。単に集中力 

少年非行の現実を見る時、大人と 記へ。 (ガラス加工業.56歳) が不足だからと片付けるわけにはい 
して、子の親として、社会人として、 〒604京®TtT中京区烏丸夷川上ル かない。多様な環境に育つ青少年を 

我々ライオンズの良識が、「二十一 京都商工会議所四階 見守るのは家庭であり、これに周り 

世紀を創る子どもたち」のために、 京都洛陽ライオンズクラブ の人々も力を貸すべきだろう。 

これらの問題に真剣に取り組んで頂 鬵〇七五'一三一-九六一四 よくある例は両親が共稼ぎしてい 
て、仕事や時間の関係から母親の子 

育てがぞんざいになるケースである。 
世に「ぐれる」という言葉がある 

が、気ままになって、不作法な態度 

をとり、怠け癖がついて欠席がちと 

春は中•高校生の進入学でひとき る厶—ドの中に、茫然たる姿をした なり、学びの心が他のほうへ移って 

わざわめく。そちこちに聞かれる哀 世に隠れたる「学校ばなれ」が県都 しまう。怠け癖のついた少女が街を 

歓の話し声。青少年にとっては一段 その他にいると聞いて驚いた。家庭 行くのに腕組みして闊歩し、同年配 

高い学業に進むのだから「頑張ろ や学校にとっては情けない話である。の女生徒にぶつかるように歩くなど 

う」の気迫が見られるのは頼もしい。何とかして高校まで行かせたいと願 というのは不良化の始まりで、母親 
こうした前進コ—スを行こうとす うのは親心。その心子知らずのさま のしつけが問われるところである。 
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子どもを悪くする親の態度 

争いが絶えず、親子の話し合い 
もない 

物心つく中•高校生になれば一時 

は反抗心を持つようにもなるが、そ 

れも母親の導き方次第である。平素 

から母は慈しみの対話によって子の 
心をとらえ、純情な呼び掛けをして 

行くことは大事なことであり、自然 

に礼を身につけさせることは、己を 

知ることにつながり、ぐれだすのを 

防ぐ。成長期にあっては、よく他人 

のことを批判したがる。母は自らが 

省みることを忘れるようではうまく 

行かない。 

母親の言葉遣いが荒いことから子 

どもが萎縮してしまつたというケ— 

スも少なくない。注意するのに近所 

隣りに聞こえよがしに怒鳴るなどと 
いうのは、子に辱めを与えることに 

なり、よそで聞いていても聞き苦し 

い。ある父親が客のいる面前で息子 

のことを「この子は親に迷惑ばかり 

かけている」と言つたことから、家 

出したなどという話もある。自信を 
失わせるような言葉は慎みたい。 

親子の情愛は美しいものだが、過 

保護に陥るというのも要注意である。 

親に求められるのは慈しみの自覚で 

あり、自覚が足りなければ、子がぐ 

れだすのを防ぐことは難しい。また 

近所の人々にしても、常に温かく見 

守つてあげるという度量がほしいも 

夕食を済ませ、さて今夜は何をし 

よぅか、家内が東洋東南アジア•フ 

才—ラムに行っていて、せっかくの 

独身だから久し振りに夜の町に出て 

ストレス解消でもと考えている時、 

ふと例会での視力保護盲人福祉委員 

長のn橋村の言葉が思い出された。 

「今晩の十時から日本テレビ系の番 
組で、スリランカから空輸された角 

膜で光を取り戻した娘さんが、お礼 

のためにスリランカを訪問するとこ 

なことは言うまでもないが、子の友 

だち選びや付き合いに注意して行く 

ことは大切なことである。 

ある学校ばなれの生徒が、物分か 

りのいい元教師の熱心な導きにょっ 

て登校するょうになったという美し 

い話も聞く。ぐらつきやすい青少年 

の心をとらえて導くことは、家庭に 

責任があると言っても、母親の平素 

のしつけ、励ましに比重が大きくか 

かつていることは言うまでもない。 

ろが放映されるので、ぜひ見るよぅ 

に1-〇 

夜の町の誘惑か、ラィオンズ精神 

かと決めかねているぅちに時間とな 

り、番組が始まった。 

テレビは、角膜移植を受けた十九 

歳の渡辺小百合さんが、美しい自然 

に恵まれたスリランカの大地を、ス 

リランカの眼で見て感激したり、大 

統領に会って感謝の気持ちを伝えて 

いる場面や、献眼者供養のために寺 

院に集まった多くの遺族との感動的 

な交歓風景を映し出していた。 
このテレビをいつの間にか中学生 

の息子が一緒に見ていた。スリラン 

力の国際アイバンク事務所になって 

いる眼科医のオフイスに寄せられる 

世界各国からの多数の手紙にライオ 

ンズのマークがあるのに気付き、 

「あつ/ ライオンズのマ—ク/ 

どぅしてライオンズのマ—クが付い 

ているの」 

と不思議そぅに聞くので、アイバ. 
ンクはライオンズクラブが国際的な 

運動として行つていること、そして 

ライオンである父も、ライオネスで 

ある母もアイバンクに登録している 

ことを説明したところ、息子の表情 

には一瞬、尊敬のまなざしが走るの 
を感じた。(おめでたい父親と言わ 

れるかもしれないがI) 

その後、眼球摘出のリアルな場面 

等があって番組が終わった時、突然、 

「子どももアイバンクに登録してい 

ぃのL 
と聞くので、その理由を聞くと、 

「ぼくも登録していい？」 

との返事が返つてきた。 

子どもは親の後ろ姿を見て育つと 

の。父兄との明朗な付き合いが大事 (学校校長.68歳) 

言葉より親の姿 
伊沢立身(佐fi県•唐津r 

V 
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子どもを悪くする親の態度 

親の見栄などから、子どもに 
期待をかけすぎる 

愛知県の豊明P、三好愛知P、愛知中央Pでは、 
デピュティ.ガバナー、地区役員公式訪問合同例 
会記念事業に、「家庭教育30の戒め」というリー 
フレットを警察署へ寄贈、各家庭に配布した。 

言われているが、ライオンとして何 

気なしにしているアクテイビテイが、 

子どもの目には非常に立派に見える 

ものであり、言葉での教育以上のも 

のを親の姿より感じ取つているので 

ある0 

過日、元競馬場からバスに乗った 

ところ、混んではなかったが空き座 

席はなく、その日は大安なのか礼装 

ラィオンズ会員のメリットはいろ 

いろあるが、子どもに尊敬されるこ 

とは親にとつて最も喜ばしいことで 

ある。ラィオンズに入会してよかつ 

たと、今更ながらに考える次第であ 

る。 (医師.49歳) 

された婦人が二人乗っていた。 

目黒駅から五、六歳くらいの男の 

子を連れた若いママさんが乗って来 

た。キョロキョロと空 

席を捜していたが、誰 

か席を譲ってくれない 
かといぅよぅな顔で、 

「坊や、席がないわね 

无」 

と独り言を言ってい 

た。 

白金迎賓館のあたり 

でバスが急停車した。 

坊やはよろめき、礼装 

の婦人の白足袋を踏ん 

で、倒れそうになった。 

私は手を貸して、助け 

てあげた。 

「ママ、バスが急に止まったから、 

足を踏んでも僕のせいではないよ 

ね」 
「そうですよ、坊やのせいではなく 

運転手が悪いのですよ」 

その時、私の血は逆流した。何た 

る親だ。たとえ原因はどうあろうと 

他人の足袋を汚しておいて、「坊や 

の責任ではないわ」とは、いかなる 

わけか。私は一瞬ためらったが勇気 

を出して言った。 

「坊や、バスが急に止まったのは前 

に何かあったから止まったので、決 

して坊やが悪いわけではない。が、 

おばさんの足袋を踏んだのは坊やな 

のだから、ごめんなさいと言わなけ 

ればいけないね」。 

暫く私の顔をジーッと見ていたが、 

「おばざん、ごめんね」 

と、ぴょこんと頭を下げて謝った。 

「坊やはお利口さんだ」 

と頭をなでてあげたら、ニッコリ 

笑っていた。若いママさんもこの状 

況に耐えかねたのか、次で下車した。 

坊やは、 、 
「おじちやん、バイバイ」 

と手を振って降りて行つた。 

私が都ホテルのところで下車した 

ところ、後ろから、「もしもし」と 

呼ばれた。振り向くと先ほどの婦人 

力 

「有り難うございました。お陰様で 

気持ちよく結婚式に列席できます」 

と喜んでいた。 

最近は少年の非行とか、学校暴力 
とかが毎日のように新聞をにぎわし 

ている。あのように親が子どもに対 

して無責任な教育やしつけをしては、 
成長してからの子どもが思いやられ 

る。私どもは子どもの時から礼儀や 

自分の行動に対しては、厳しく注意 

を受けてきたので、あのような状況 

は見ていられなかつた。礼儀としつ 

けを、今少し教育の中に取り入れて 

はいかがなものだろうか。 

(カメラ部品製作.70歳) 

^u 、、、 スの中の出来事 
西川健士口 (朿-1:1小 Hliilr) 

V 
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肌の 
国で目 
際感で 
会じ見 
長た、 

訪 
卿 

1982年1月29日(金） 

マレーシア•クアラルンプール 

国際空港•特別室 

ライオンもあまり知らない 

国際会長の民間外交 

村上今まで各国の公式訪問は、私 

ども夫婦で行つていました。が、今 
回、初めて皆さんをお誘いしました0 

同行された率直な感想や印象などを 

お聞かせください。 

嘉悦私は国際会長をお迎えする各 

国のライオンの皆さんの熱意に心打 

たれました。と同時に、各国の各層、 

各分野の方々とお会いになり、国際 
会長として〃ピープル•アット•ピ 

1ス"と平和を呼びかけておられる 

ことは、大変な民間外交を果たされ 

ていることを痛感しました。 

日本を知ってもらい、お互いに世 

界の人たちが平和について語り合う 

ことの大切さを、強く感じました。 

II悦夫人想像以上に会長職は過酷 

で、奥さまのご苦労も女の立場から 

よく分かりました。 

村上国際会長として、民間外交を 

進めることは最も大切な仕事の一つ 

です。私の口から言ぅのもおこがま 

しいのですが、国際協会のシヱッヱ 
ル事務総長は、歴代国際会長の中で 

私が一番、国際親善大使としての仕 

事が顕著だと評価してくれています。 

坂ロ タイでは国王に、インドでは 

ガンジー首相や副大統領に、マレー 

シアやシンガボ—ルでは首相にお会 

いになつて、国際会長として民間外 

交を展開されていることを日本のラ 

イオンもあまり知らないし、日本国 

民も知らない。おそらく、これだけ 

(75外交をされている日本人は他にい 

ないと思います。私自身、今回同行 

させて頂いて初めて分かりました。 

それから、東洋から初めて日本人 

の国際会長が選出されたことに対し 
て、各国とも大変な期待と親近感を 

もっている。例えば国際会長が歓迎 

会の挨拶で、「私は日本からでた国 

際会長ではあるけれども、タイから 

でた国際会長、インドから選出され 

た国際会長であると考えている」と 
述べられた時の熱烈な拍手は、同じ 

東洋人としての気持ちを直接現して 
いる感じを直に受けましたね。 

坂口夫人国際会長夫人の内助の功 

がどれほど大きいか、ご一緒させて 

頂いてびつくり致しました。 
また、インドのライ診療所で受付 

や看護婦のよぅな仕事、昼食のパン 

を配ることと、さまざまな分野でラ 

イオネスも一生懸命に協力している 

姿を拝見して、我が身を反省させら 

れました。考え方を変えねばと思い 

ました。 

過密スケジュ—ルをこなす会長、 

夫人は女の鑑 

鴻巣すでに発言がありました民間 

外交と会長のテーマ"ピープル•ア 

ツト•ピ—ス"がうまくかみ合って、 

大成功であつたと思つております。 

また、各地のライオンやライオネス 

が村上会長にレイをかけ、体に触り 

ながらの歓迎が大きな渦となる…。 

その熱狂的な歓迎の姿を目の当たり 
にして、何とも表現し得ない感動と 

共感を覚えました。とにかく会長の 

体に触れたいと押し寄せるあの熱気、 

全く人間というもの、ライオンとい 

うものを感じさせられましたね。 

??村上が超人的な、しかも誰もが 

真似のできないであろう体力、気力、 
すぐれた才能、それにボディ、マス 

クを持つておられることが、この人 

気の渦の原動力だと思います。 

この一年間は日本のPRと民間外 

交に貢献するところ大であり、私た 

ちはH村上を国際会長に推した成果 

の喜びと嬉しさを、再確認したわけ 
であります。 

鴻巣夫人奥さまが病み上がりにも 

かかわらず、随行の一人一人にまで 

気を遣って頂いて、そのご苦労も大 

変なものだと思いました。そして、 

ライオンズだけでなく国をあげての 

歓迎にびっくり致しました。国際会 

長さんは大変なお役目です。 

村上国際会長職はたしかに体力の 

いることで、旅行の最初のうちはい 

いのですが、どうしても疲れがでて 
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出席者 
村上 薰夫妻（国際会長) 

嘉悦康人 夫妻（国際理事.東京隅田川 
谷ラ） 

坂口 JE—夫妻（国際会長指名理事、奈 
良県•大和高田ダ） 

** (国際会長指名理事、茨 
城県• 土浦龜城ダ） 

内田集司夫妻（国際会長指名理事、大 
分県•別府P) 

近藤俊朗 (神奈川県•川崎北デ） 

太田隆三 （京都备ラ） 

高橋与志 （330-A地区高橋勝ガバ 
ナー夫人、東京文京F) 

柴田とよ子 （東京文京キラ.?;!柴田- 
男夫人） 

合格率抜群 
北海道からも、九州からも 
全国の各地から慶応会へ 
勉強に通ってこられます。 
それだけの信頼ある指導を 
しています。 

★中•高•大受験指導(小1〜高卒） 
小学入試幼児英才教室 

★平日組 日曜組 
クラス指導個人指導 

★早稲田•普山•学習院などにも合格多数 

へお子様を 人生のグリーン 

くると感情が外にでてしまう。つい 

感情をむき出しにして怒ったりして 

しまうのです。反省はしているので 

すが、まだ修業不十分の身で……。 

実際、スヶジュールはきついですね。 

内田私、国際会長がどんなに忙し 

いものか実地に見てみたい、と思っ 

ていました。が、スケジュールを見 
て、あまりの過密さに驚きました。 

LCIFを私が担当しております 

が、そのほとんどの費用をィンドに 

支出している。実際はどうなのか疑 

問に思つていましたが、現地に足を 

踏みいれて、ライオンズクラブがラ 

イオネスも含めて本当によく活動し 

てぃることが分かった。321-八地区 

ニューデリーのラィ患者のための診 

療所や救ラィ事業を実地に視察して、 

LCIFに申請するのは当然で、む 

しろもっと増額してあげたい、と率 

直に思いました。 

内田夫人会長は過密なスヶジュー 

ルをよくこなしている、と驚きまし 

た。お体を大切にして頂かねばと、 

つくづく感じている次第です。会長 

夫人は女の鑑です。 

世界全体を地域社会と 
考えて奉仕をする 

村上インドの_ょうな底辺の国と、 

日本やアメリカのような幸せな国と 

の中間にある国が大部分なんです。 

焼け石に水と思われるかもしれない 

が、現実の社会の実情をみて頂くこ 

とも、今回の目的であったわけです。 

近藤会長の公式訪問にお伴したの 

はサンフランシスコに次いで今回で 

二度目ですが、国際会長職がどんな 

に激職であるか身をもって体験し、 

ご苦労様ですと心から申し上げたい。 

四年前に日本から国際会長をと皆で 

やつてきたことがここに実をむすん 

で、涙のでるほど嬉しいといぅのが 

実感です。 

自分の家庭や国が平和でなければ 

奉仕はできない、といぅマレ—シア 

のライオンズの話もありましたが、 

日本の会員もこの辺で反省し、原点 
にかえることの必要を痛感しました、0 

太田村上会長から世界各国の状況 

は承っていましたが、聞いているこ 

と以上に大変な大仕事をしておられ、 

あれだけの熱烈歓迎を受けるのを、 

私は夢にも思いませんでした。世界 

のライオンが村上会長に期待されて 

いることがよく分かりました。 

インド、その他の国々も貧富の差 

が激しく、日の目の当たらない人々 

の生活を何とかライオンズ精神で救 

ってあげたい気持ちでいっぱいです。 
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日本のライオンズがやっているアク 

ティビティは恥ずかしい。もっと目 

を広く世界に向けて、国際的水準に 

までもっていかねばならないと痛感 
しました。 

村上世界の実情を皆さんに見ても 

らったことは、日本ライオンズの将 

来に誠にプラスになると存じます。 

嘉悦日本は何といっても幸せな国 

ですよ。この余力を、東洋東南アジ 

アを初めとする外国にお力添えをす 

るアクティビティに転換できないも 

のかと思いますが.。 

鴻巣『ライオンズ必携』には地域 

社会にと書かれているので、地域に 
どぅしてもこだわつてしまぅ。私は 

地域社会に半分、残り半分を合同ア 

クティビティで国外も含めて集中化 

させることはできないものかと考え 

ています。例えば全日本の一年間の 

アクティビティ金額は約六十億です。 

この半分を地域社会に、あとの半分 

の三十億円を合同アクティビティと 

して集中投資すれば、病院でも何で 

もできると思う。 

村上地域社会の解釈はせまい考え 

でなく、とにかく困つている人がい 

る限り援助の手を差し伸べるという 

思想で、世界全体を地域社会と考え 

ることも可能です。とにかく、私ど 

もの援助の手を待つ人がいる限り、 

ライオニズ厶は寸時も禱蹲すること 

があってはいけないのです。 

行動の前にあまりに理屈が多くて 

結局、大切な奉仕を見逃していると 
いうようなことがあつては、私ども 

に対する世の期待はぅすれますよ。 

内田東洋東南アジア•フォーラ厶 

の分科会で、小学校の運動場につい 

て討議したことがあります。私たち 

日本人は、義務教育だから問題にな 

らないと主張したわけですが、各国 

の代表者は国に頼ってはいられない。 

自分たちで運動場は作るものだと言 

う。それくらい感覚が違う。現地を 

見、実情を知ることが国際協力の第 

一歩•なのだということを教えられた。 

国際親善に果たす 
ライオンの意義を肌で感じた 

坂口 日本にいる時は、日本のライ 
.オンも皆よくやっているように思っ 

ていましたが、このたびの旅行で、 

とくに開発途上国のライオンが素晴 

らしく活躍している姿などを見ると、 

いろいろ考えさせられました。イン 

ドの難民地区でライオンズクラブが 

合同アクティビティで病院を建て、 

懸命にやっている姿を見た時はその 

感を深くしました。 

それからもう一つ感じたことは、 

世界のライオンは一つである、ライ 

オンに国境はないということです。 
これまで日本国内にあって、どこそ 

この国は左よりで日本とはしっくり 

いっていないとか、どこの国では日 

本人は金儲けになり振りかまわない 

ので、対日感情はよくないなどと聞 

かされていましたが、それらの国の 

ライオンと付き合つてみると、まつ 

たくそんな素振りもなく、彼らの心 

の底からの友情を肌で感じとること 

ができました。国際親善に果たして 

いるライオンズ活動の意義を、•この 

目で確かめることができたことが、 

今度の訪問の一番大きな収穫でした。 

高棰夫人『薰風』で国際会長ご夫 

妻の忙しいご様子は承知しているつ 
もりでしたが、今回参加させて頂い 

ていかにハード•スケジュIルであ 

るかが肌で分かりました。帰りまし 

たら、この度の随行で見聞したこと 

を主人にしっかり伝えます。このよ 

ぅな貴重な体験の機会を与えて下さ 

った会長ご夫妻に心より感謝します。 

柴田夫人ご一緒させて頂き、皆さ 

んのご活動ぶりにただただ頭の下が 

る思いでいっぱいです。 

内田夫人各国のライオン、ライオ 

ネスの方々が文字通りボランティア 

で、積極的に働かれているのを目に 
して、どのよぅに表現してよいか言 

葉がありません。この度参加したす 

ベての人の思いも同じだと思います。 

村上この公式訪問を終えて帰国し 
ますと、私たち夫婦はまた南米、ョ 

—ロッパ、アメリカへと旅立ちます。 

残る任期を精いっぱいに頑張ります 

ので、ご支援のほどよろしくお願い 

申し上げます。 
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野生 
ライオンの 

~iTi^ 齡•解説 

5 |JbLOy田中光常 
アフリカのサバンナでI日のサファリを終え、ほこりまみれの体を 

シャワーで洗い流し、夕食前のひとときビ—ルを飲みながら、その日 

のカメラ•ハンティングの成果を競い合うのも、楽しみのひとつであ 
る。あちらでビッグ5と言えば、やはり何と言つても|にライオン、 

二にゾウ、次いでサイ、ヒョウ、アフリカスイギユウなどとなる。ラ 

イオンにお目にかかつたと言うと、あなたはとてもラッキ—だつたと 

祝福される。 

ところがそのライオンの態度たるや、百獣の王にふさわしくなく、 

ごろごろ昼寝ばか〇していて、がつかりさせられることが多い。動物 

園の調べではI日のうち-!-〜十五時間も熟睡し、一〜四時間まどろみ、 

|〜五時間は寢そベり、活動するのはたつたの一〜七時間という。 

野生のものも昼寝が大好きだが、夜間は行動力の少ない雄のライオ 

ンでさえ、獲物を探して平均十キa、多くて二十キaもほつつき歩くそう 

である。日中も狩りをするが、涼しい間に獲物を探し、夜陰に乗じて 

接近できる夜行性を利用したほうが得策なのだろう。そのため、昼の 

うちに疲れをいやし十分休養をとつておく必要がある。夜間働いてい 

るのだから、日中は大目に見てやらなければならない。 





•お支払いは商品到行後の12间完 
全分別後払い（12か月）で、商品 
に同封の郵便振ff用紙をご利用 
になり、商品矜後15日以内に第 
1回めの代金をお支払い下さい。 

*商品の郵送料等は全額当社负担。 

n日以内の返品•交換は自由で 
す。mし返送料はご負担下さい。 

お電話のご注文•お問合せは 

«03 (318) 0211 
受付時間は平日10時から17時迄。 
日曜祝日、第2第4土限は休みです。 

〒166東京都杉並区高円寺南1-33*3 

通信販売お申込み方法 
•ご注文は右記の要領でお邦き下さい。 
*18歲未満の方のご注文はご遠虛下さい。 

♦ザ生の方は、学校名と保施者の氏名• 

注所•祖M番号をお”き添え下さい。 
•尚、カスタ厶製品はお屈けに6〜7週問 
程かかる你があります。ご諒承下さい。 

を吹き抜ける// 

►ナイフ製作20年の嫌IH好和の、その経験の深さから来る握り易さ、 
使い易さは、ハンターの問に根強い人気と信頼を得ている。ハンド 
M才はftら山を歩いて選び出したハードウッド。独持の木目模様が 
尨しいと共に、ナイフに対する愛悄がひしひしと伝わる、鋼MはD2 

綱、ハードな使用にも耐久性は抜群。ブレードのfi•上げは、鏡のよ 
>に扔きあげたミラーフィニッシュ。刃長127mm/全身254mm。 
分割価格8,700円X12回=104,400円/一括価格98,000円 

加藤清志3%インチケーバーナイフ 

男のため©道具は数多くあるが、ナイフほど男心を強烈に 
ひきつける道具はない。優れたナイフに出逢う時、美しいラ 
インを描くブレードの輝き、掌に吸いつくようなハンドルの 
絶妙な触感が、男の胸に限りない□マンを生み、アウトドア 
•ライフへの憧れは、語り尽せぬ夢となって駈け巡る。 
春切れるナイフの真髓/今、海外の脚光を浴びる。 
世界中の優れたナイフが年一度、米国のナイフギルド•シ 

ョーに集められる。オークションを含む大規模なこの展示会 

に、米国を初め、数千万人に昇る世界のナイフコレクターの 

熱い期侍と注目が集中するのだが、世界の一流ナイフが並ぶ 

中、近年著しく評価を高めているのが日本作家の作品である。 
欧米のコレクターのシビアな眼にも充分応じる繊細で美し 

いフォルム、機能•バランスに対する緻密な計算0だが、最 

も注目を集める点は、ナ4フは切るための道具、全てのナイ 

フに共通するこの原点を、鋭く見据えた作品造りに徹してい 

ることである。ここに一千年に及ぶ日本刀の歴史に培われた 

技術が、見事にナイフに反映している。切るための技術の差 
が、全コレクターの切れるナイフへの熱望に応えているのだ。 

隹他では手に入らない完全限定製作のコレクション 
世界で評価を高める日本のナイフ作家の中から、その自信 

作を厳選蒐集したのが、ここに紹介するコレクションである。 
カスタムには通し#号を刻印、ブレードは自信をもって無期 

限に保証する、完全限定オリジナル製作の逸品揃いである。 

◄刀匠•加藤庶國(淸志）が、鍛刀技術を兒琪にナイフに反映させた力 
目作0切味、刃持ともにアメリカンナイフに比べ抜群に優れ、ナイフ 
Iとは切る道具という原点を明確(こ捉えた逸品である。ハンドル材に 
Iは敁萵級スタッグを使用。鋼材は銷びに強いATS34ステンレス鋼。 
I熱迅理後の硬度が良く銳い切味が持徴c仕上げは扔きの光沢が芙し 
い鋼材特徴を活かしたミラーフィニッシュ。刃長89mm/全長207mm。 

分割価格4,900円X12回=70,800円/一括価格67,000円 

Ml本のカスタムナイフの第•人者として、その実力を世界に示し 

ている石塚正竹っナイフ押及の信念として、常に低価格でM商の作 
品を提供している。ハンターの間では、その実用性は絶大な信頼を 
もつ0またコレクターの間でも、デザイン•仕上げの精巧さで、内 
外に商い人気を作ている。ハンドル材は硬度抜群のマイカルタ。鋼 
MはD2。ブレードはミラーフィニノシユ。刃長110mm/全長240mm。 

分割価格4,900円X12回=58,800円/一括価格57,000円 

石塚正資5インチユティリティナイフ « か^-n — ^ — ^ I ^ ^ 

革ケ-ス付 

\ . _ ノ 
、へ、S 一一 ---▼ * - 1 11 

T-019 
ラブレス+GERBER/サカイ 
3インチドロップポイント 

ノ _ 一^ 

、——一一一予_3。本 7 

尚、ハンドル材の色は写典と異なる事があります。 予約限定15本D 
tモダンアメリカンナイフの世界では、もはやその名が神話化する 
ほどのラブレス。フロントロックのフォールデイングナイフで、さ 
すがにパランスが良く、機能性も抜群。ハンドル材のスタッグは重 
嗥で確かな手応え0ヒルトに彫刻が施され、準肫にして豪準な出来 
映えだ。鋼ネオはギンガミ1号、耐銷件と硬度が良い。仕上げは刃先 
に平行してIff くへアラインフィニッシュ0刃長80nua/全技190nmo 

分割価格4,900円X12回=58,800円/-括価格57,000円 
► H系米H]入のアール.マー0アメリカンナイフに柬洋的デザイン 
を取り入れW叫こ成功させた功緒は万人の認める所、特にFBI、狩 

窄宵、軍人Wを重要なユーザーとし、機能丈:もさることながら、苛 
酷な条件下での信頼度は抜群である。フロントロックのフォールデ 

ィングナイフで、ハンドルMはスタッグ〇鋼付は粘り強く折れにく 
いRS30。ブレードはミラーフィニッシュ。刃長92mm/全長227_。 

アール•マー+ GERBER/サカイ 
3%インチイーグル 

''.，..ソ 一：：ニニ > 

予約限定30本 T-018 

64東京都中野局 
T1私書箱54号 

gライフ& 
]-''ア|卜4660係 

11401円 I 

注文記号 
住所•氏名㉚ 

年齢•電話番号 
勤務先名 

勤務先電話番号 



(注）一日の服務状況が一统して分かるよう 

に、詳しくかつ具体的に記人する。 

電話発受信簿の一例 
電話発受信簿 

受(発)f3B時 発U者（あて先） 

月日時分頃 

用件 

I庶務事項丨 

9 : 00-11: 00 

会H名薄整理 

例会案内状印刷 

11: 00-12 ： 00 

銀行行 

13 : 00-15 : 00 

例会案内状発送 

15 : 00-17 : 00 

来客接遇 

理事会準備 

業務日誌様式例、記載例 

業 務 日誌 

8月10日 火« 天候蜻後ft 

議事項I 

19 : 00-21: 00 

理事会出席 

於大山荘 

[ji理事項j 

会»10名分 

¥200,000 

人金ffi人 

冬田商店支払 

¥15,000 

(記念品代） 

会長 

(am) 

〇〇ライオンズクラブ機構組織図 

理事会 

i mmmmm 

I ■HUH 

第1期会長 

前会長 

幹事 

会計 

ライオン•テ 

テール•ツイ 

—'V— 

[スター 

第2期会长 第3副会技 

注1)必携の標準版からモデルクラブの一例として椹げたものである。 
2) この表はラインスタッフタイプと呼ばれ……はスタッフ部門で表 
3) 会技は理事会の鑲径である。 
4) 豪は各委貝会の委H技を示す。 

関係者 

指導力開発委貝会 

出席委《会 

时務委M会 

会貝委H会 

計固委員会 

接待委貝会 

ライオンズ悄報委H会 

広報委H会 

レオ•ライオネス委M会 

YE委W会 

社会福祉委W会 

|レクリェーション委U会 

聚 

会長 

組織図の表し方には、表示する内容によ 

り、機構組織図、機能組織図、職位組織 

図の三種類があるが、ラィオンズクラブ 

の場合、『会長必携』『幹事必携』に例示 

してある組織図は機構組織図である。 

単位クラブにおいては職名、氏名等を 

表記し、幹事、会計等の補佐機関を表記 

する<^)'で職位組織図を用いる。 

『必携』に示されている組織を忠実に図 

表化すると、左表のとおりである。 

(飲食業.60歳) 

立つものであって、前述の紙の切れ端に 

書き留めたメモ類は、散逸亡失の恐れが 

あるからである。 

必要に応じ、受信した案件についてど 

のように処理したかを、来簡文書処理要 

領に準じて空白欄に朱書きしておくこと 

が望ましい。 

三、組織図について 

組織の内容を一目で正確に分かるよう 

に図表化したものを組織図という。この 

でもなく非常勤であるから、週に二ない 

し三回も事務局に顔を出せばよいほうで 

あろう。従って事務職員に対する管理指 

導はどうしても不十分となりやすい。管 

理指導を的確十分に行うためには、事務 

職員がその一日どのような 

業務を処理したかを把握し 

なければならない。そのた 

めには事務職員に詳細な業 

務日誌をつけさせることが、 

最もいい方法である。 

電話発受信薄も業務を的 

確に処理するという目的、 

観点からすると必要なもの 

である。電話で処理した用 

件は、ともすると手近にあ 

る紙の切れ端にメモしてお 

くぐらいで済ませようとし 

がちであるが、やはりきち 
んとした発受信簿を作成し 

て、それに所要事項を記入 

しておくようにしたほうが 

よい。 

これは「記録を残す」と 

いう事務処理上の大原則に 

しし 
詩mlijs 

二、業務日誌について 

事務職員は専従、アルバィトにかかわ 

らず、おおむね単独で勤務しているのが 

通常である。会長や幹事、会計は言ぅま 

クラブ事務局の運営S NMMMMM 
宮崎哲太郎(熊本県•御船3 
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美濃の国•金華山麓、長良川にて 
人鵜一体、一^手繁守-〇佞又る 

第十八代目•宮内庁式部職。 
山下善平氏 篠田博正 (ライオン誌ン 
一日本語版委fl/ 

太古からの漁法——鵜飼い 

篠田いつ見てもりっぱなあごひげ 

ですね。 

山下私の家では、子どもが男でな 
いとバトン•タッチできない。最初、 

昭和二十九年に女の子が生まれ、次 

の子が身ごもった時からひげをはや 

し始めました。そして生まれてきた 

のが長男です。 

篠田ひげをはやしたら男の子が生 

まれた(笑)。ひげは山下家のトレ 
1ドマークのようですね。 

山下ええ、四代続けて蓄えてます。 

篠田まず、鵜飼いの歴史からお話 

し頂けますか。 

山下鵜飼いという言葉は『古事 

記』に出てきます。神武天皇が日向 
から大和へご東征になり、畝傍の山 

でご即位になる物語ですが、「鶴養 

が徒、今助けに来ね——鶴飼い部が 

今、糧秣を持って助けに来るから皇 

軍の諸氏よ、飢え疲れたであろうけ 
れども、今しばし待っておれよ」と 

いう意味の詔が残っている。歴史 

が始まる前からの原始漁法として鵜 

と人間との生活が行われておったよ 
うです。 
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^日本の元祖(生産販売） 
.卜m. くつ••ベロイ.'ノ •ミ、••.口> 
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世界の元祖(口ーャルゼリ-を西にした最高栄養珍味品) 

舞の 
>々| 

:)•乜ね.b.ひi卿飨轉?'卿^# ('飾) 

ライオンの皆様にはハガキ、お電話いただければ 松本市中央2-1-8 »0263-32-2608 - 0832代表者深沢光一〇_) 
36-3514 代金後払にて、直ちにお送りします。 松本*Rビル支店（一隨）«0263-36 松本市神田763 025-4877 

本邦最蠢g紙日本養蜂新聞発行元㈱信州蜂蜜本舗 

m 

箱田長良川の鵜飼いはいつごろか 

らですか。 

山下ここ美濃の地に鵜飼い部が来 

たのは、第十代坦ボ神天皇の四道将軍 

説を私は唱えます。東海、北陸、山 

陰、山陽の四方に皇族を派遣されて 

日本の国を平定なさるが、その四道 

将軍に鵜飼い部がついて行っている。 

なんとなれば、川、池、沼にはたく 

さんの魚が生息していて、鵜の本能、 
特性をうまく利用して魚を上手.に、 

早く、確実に、たくさん確保するこ 

とができる。現代的にいうなら、動 

物性たんぱくの補給源を賴飼い部が 

した。 

たまたま東海地方には建沼河別の 

命がお越しになる。ついて来た鵜 

飼い部が、近辺に木曽、揖斐、長良 

の三大河川が流れ漁場が豊富で、こ 

こに定着した。また、当時は物納時 

代ですから、多額納税者でもあった。 

地理的条件ブラス人為的保護政策、 

この両輪がうまくかみあったので栄 

枯盛衰はあったであろうけれども、 
伝え伝え、改善、改良を加えて今日 

に至ることができた、と私は信じて 

いる者の一人です。 丨 

篠田鵜飼いのシ—ズンは？ 丨 

山下美濃の国のアユ漁の解禁日で 
ある五月十一日から、鵜飼いも同時 

に開始になります。十月十五日をも 

って終了とするまでの百五十一日間 

にわたるロングランです。 

篠田そうすると、今はオフ•シー 

ズンで準備期間ということですか。 

山下はい。餌飼いの期間と申して、 

一生懸命に働いてくれた鵜の体力作 
りと新鵜の教育、夏の間の諸道具の 

整備などを、この期間に行います。 

序列が違うと争いが起こる 

篠田新鶏は海鵜だそうですね。 
山下サハリン、北海道を生息地と 

する海鵜は十一月、十二月に南下し 

てきて、五、六月にまた北に帰る渡 
り鳥なんです。竿の先にもちをつけ 

て捕らえる専門家に依頼して、茨城 

県東海村近くの海岸で捕らえて、毎 
年こちらに送ってもらっています。 

篠田海鵜を一人前にするには、ど 
うするんですか。 

山下鵜匠も川に入り、野鳥の新鵜 

に縄をつけて水泳ぎさせ、なるべく 

早く環境に慣れるよう、一生懸命に 

鵜との対話をします。しよつちゆう 

鵜の頭やほおをなでてご機嫌伺いや 

顔色をのぞいたりして接触を密にし、 

スキンシップをはかります。 

篠田寒い冬の間に一心同体の交わ 

りを続ける.。 

山下そう。人鵜一体の生活。そう 

いうつながりから三年間教育して初 

めて通し鷄——一人前の鵜になって 

ぃく。 

篠田鵜の寿命はどのくらい？ 

山下平均十二、三年。うちで一番 

の長生きは二十六年でした。 

篠田働ける期間はどうですか。 

山下一人前の賴は息絶えるまで働 
いてくれます。年をとって能率が下 

がることはありません。 

箨田山下さんは二十二羽の鵜をお 

持ちだそうですが、船には十二羽だ 
け乗せるのですか。 

山下いえ、十五、六羽連れて行っ 

て、交替に使いながら鵜匠は一回に 

左手に十二本、十二羽の鵜を操りま 
^90 

篠田古参から新參の鵜までいても、 

けんかはしませんか。 

山下魚を捕っている時は一生懸命 

ですから、けんかはしません。しか 

し、漁が終わってから船べりに整列 
させ、残り火で羽根を乾かし一服さ 
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せる時に序列が違うと、けんかが起 

こる。 

篠田同じように見える鵜にも順位 

があるのですか。 

山下鵜は二羽ずつを「ひとかたら 
い」と申して、仲のよいもの同士が 

語り合う。一つがいという表現はで 

きません。と言うのは雌雄の判別き 

わめて困難、雄らしい、雌らしい推 
定しか下せない。私は自分の鵜の顔、 

順位はすべて分かっています。 

篠田ところで、鵜はどのくらいの 

量を一度に蓄えますか。 

山下一回に一匹ずつ捕って、あの 

長いのどに蓄えるとのどが膨れて、 
おおよそ七〇〇A?の魚を入れる袋が 

できます。七、.八月の最盛期のアユ 

は、一〇〇〜一五〇气ですから七、 
八匹は入る容量をもっている。 

篠田見ていて、随分かわいそうに 

も思いますが。 

山下鵜匠の見せ場とすれば、鵜が 

魚を捕らえるところと、鵜ののどか 

ら魚をはかせるところなんです。折 

角捕つたアユを鵜匠が取りあげてし 

まう、かわいそうに、と同情が鵜の 

ほうに相当いく。が、本当は小さい、 

おいしい魚が逐次お腹に入るように 

してある。働きながらお腹を膨らま 

せ、漁が終わった時にはすベての鵜 

は満腹になっている。ですから、 

我々は彼らのお余りを頂戴している。 

言うならば労使協調、鵜と鵜匠、極 

めて円満にやっている。 

篠田鶴飼いを夜やるのは、どうし 

てですか。 

山下二丈半の長さの手縄に鵜が結 
わえられて、鵜匠が十二羽を一括し 

ている。鵜は不自由な格好になって 

いる。鵜と魚が競争したら、必然的 

に魚が早く行動できる。そういう意 

味あいで、夜、寝静まっている魚を 

かがりにょって戸惑わせ、鵜が獲物 

をはっきり見える照明の役との効果 

をねらつて、漁業が成立しているわ 

けです。 

I味違う鵜の捕ったアユ 

篠田ここ長良川では、鵜匠は何人 

ですか。 

山下金華山麓下、長良の地に六名、 

十ニキD上流の関に三名です。 

篠田山下さんは十八代目でしたね。 

山下はい。明治四年の廃藩置県ま 

では尾張藩からお扶持を頂戴してま 

したが、お扶持離れになり苦境に陥 

つた。明治二十三年に長良川筋にご 

漁場が設けられ、山下九平が初代の 

鵜匠小頭になり、光太郎、先代幹司 

と宮内庁式部職に奉職しています。 

両口屋是清さんも相当お古いでしょ 
う？ 

篠田私どもはまだ三五〇年くらい、 

徳川の初期です。御料鵜飼いは年に 

何回ですか。 

山下大体、八回あります。日本に 

駐在の大使、公使を招かれます。 

篠田鵜船には何人乗りますか。 

山下四名でーチI厶を作ります。 

かがり火の下で「風折烏帽子、腰蓑」 

つけた服装で鵜匠が十二羽の鵜を左 

手に、直接アユ漁に参加します。鵜 

匠のすぐ近くに中乗りという船頭さ 

んが向こうはち巻き、印半てんで、 

かい、あるいは棹で船の操縦をする。 

中央からやや後尾に中鵜使いが、や 

はり印半てん、向こうはち#きの姿 

で六羽の鵜を操ってアユ漁に従事し、 

最後にとも乗りという船頭さんが同 

じ服装で船の操縦をします。 
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卓上型•漢字コンピュータ 

MEDICALS 
☆メディカルコンピュータのご使用 
および代理店をご希望の方は 

T記までお申込み〈ださい。 

•総発売元 

本 社三重県津市桜橋3丁目399番地 
〒514 0< 0592)25-4633(^ 

東京営業東京都千代田区麴町4丁目4#地 
本 部麴町パシフィックビル5階 

〒102 〇<03)263-0882(^ 

當業所大阪•広島•北九州 

•製造元安川電機グループ 
株式会社ワイ•イー•データ 
本社柬京部豊ft区柬池袋3•卜1サンシャイン60~9F 

〒171 tt<03>989-8001 

西部支社北九州市八帳丙区藝田2346 

T806 a<093>642-3663(TO 
當業所大阪•名古屋•広岛 

篠田鵜匠の服装には、何かいわく 

因縁でもありそうですが。 

山下ありますよ。夜、赤松をかが 

りにくべますから火の粉が飛んでく 

るので、頭部の保護に当たるのが風 
折烏帽子、と同時に冠の代用にもな 

る。衣装は活動しやすい木綿の筒袖 

で紺の漁衣。胸にはエプロンのよう 

な胸あて、これは活動しているとは 

だ火の粉が入ったり、鵜ののど 

から魚をはかせた時、魚の脂が襟元 

につかないように。腰には着物を端 

折り、浦島太郎のような腰蓑を巻き 

つけて、ぬれないように、冷えない 

ように暖かくする。また、腰蓑は袴 

代用にもなる。足には足半をはいて 

一応衣冠束帯。こういう正装を致し 

ますのは、時代、時代の権力者によ 

って保護されていた。大殿が鵜飼い 

をご覧になり、「苦しゅうない、近 

う」のお声がかかって御前にまかり 

出なければならん。その時に服装に 

そつがないように。そして、我々は 

実践ですから活動しやすいという条 

件を加味しているわけです。 

篠田なるほど。鵜のとったアユは 

一味違うといいますが。 

山下鵜はあの銳いくちばしでアユ 
を捕らえるものですから、一瞬にし 

て、即死、あるいは仮死状態になる。 

それでアユの身が締まって、香りが 

逸散していないので、ほかの漁法 

-釣り、網、やすで捕ったものよ 
りもおいしいと、高く評価して頂い 

ています。 

篠田今日はお忙しいところをお邪 

魔しまして、珍しい話をありがとう 

ございました。ますますご活躍下さ 

いますように。 

後白 
篠田博正 

オフ•シーズンで静かな長良川畔の山 

下君の家を久しぶりに訪ねました。玄関 

横の大きな軒下には鵜籠がずらりと並び、 

いかにも伝統ある鵜匠の家といった感じ。 

NHKテレビの〃国盗り物語，で全国 

的に有名になつた金華山を間近に眺めな 

がら、奥様の心づくしのお抹茶をいただ 

き、賴飼い四方山話をゆっくりと伺うこ 

とができました。 

山下君と私は中学時代の同級生、彼は 

鵜飼いの道の第一人者であり、何かと多 

忙なところを時間を割いてくれ、持つベ 

きものはよき友と思った次第。 

この対談中、山下君がいちばん嬉しそ 

うな顔をしたのは、岐阜大学農学部大学 

院に在籍していたご長男が、後継者とし 

て彼の助手をつとめるようになったと話 

したときでした。同じ年ごろの子をもつ 

私に、も、親としての喜びが痛いほど分か 

り、心より祝福申し上げました。 

みなさんが岐阜で鵜飼いを見物される 

折には、立派なあごひげを蓄え、かがり 

火の下で十二羽の鵜を見事な手縄さばき 

で操っている山下鵜匠に、大きな拍手を 

ぜひ贈ってやつて下さい。， 

全国各地のお医者さん 
月初めにゆとりが 

ありますか？ 

云己煩雑な記帳もこれ一台で解消/. 
車言力串_省力化の第一歩メディカルnンビユ—夕新登場ガ 
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よこやまかくろう 

1921年11月4日、東京 

生まれ。東京浅草Pチ 

ャータ ー• メンバー、 

元会長。 

婦人科の軍医さん 

横山華久郎 
(人形問屋•久月取締役社長) 

人につくられる自分の運命 

人間の運命とは、全く分からない 

ものである。何が原因で、いつ、ど 

う変化するか、本当に不可思議なも 

のである。私は、ある一人の人に出 

会ったために、今日まで生き永らえ 

ている。不思議な運命を得ているの 

である。 

その話は、第二次世界大戦の末期、 
昭和十九年の春のことである。私も 

その前年、学徒応召となり、幹部候 

補生教育を東京•下井草の高射砲中 

隊で受けていた。甲種幹部候補生と 

乙種幹部候補生とを分ける試験を、 

もう間近に控えていた。ご承知のよ 

うに、甲種に受かれば、教育終了後 

は見習士官を経て将校に登用され、 

乙種に落ちれば下士官止まりと、大 

変な相違がある。 

第一次幹部候補生試験に合格した 
我々グル—プは、皆、甲種に受かり 

たいと訓練や勉強に余念がなかった。 

第一次試験の結果、私はかなりよい 

成績だったので、このままゆけば、 

たいてい甲種に入れると教官ももら 

し<いたし、私も余裕をもって勉強 

していだ。ところが、ちようど第二 

次の甲乙分離試験の直前、私は瘭疽 
(指の化膿性腫)を患ってしまった0 

今のうちに早く手術するように、班 

長に勧められた。班長は、 

「手術など簡単で、すぐよくなる。 

俺も手術したことがあるから、早く 

やつてこい」 

と言ってくれた。 

私もそのつもりで、すぐ隣の大隊 

本部の包带所に行った。そこには会 

社や学校の医務室のようなものと、 

ベッドニつ三つの入院者用の部屋が 

あつた。私の左人さし指を診察して 

くれたのは、デップリと太ったかな 

り年配の軍医さんで、大尉か中尉の 

肩章だったのを記憶している。この 

人が「私の出会った人」の中で、ヶ 
ガの功名によって私を「死の運命」 

から、「生の運命」へ転じてくれた 

人であるが、この時はただただ早く 

手術をして、指の痛みを取り去って 

もらい、試験を受けられるようにし 

てほしいと思っていた。 

間違い手術の功名 

瘭疽は、腫れて膿んでくる前の時 

期が痛みがひどく、膿んでくれば患 

部がすぐ分かるのだが、その前の段 

階では、あまりはっきりと患部が分 

からない。この軍医さんが私の指に 
メスを入れた時、私はどうも患部で 

ないところを切開しているのではな 

いかと、素人ながら思った。しかし 

こちらは素人だし向ごうは医者、ま 

た軍隊では将校と一候補生なので、 

「そこでなく、この辺が患部ではな 

いのですか」 

と質問することもはばかり、軍医 

の手術が終了するまで、黙って左手 

を預けているだけだった。衛生兵に、 

「すぐよくなるから、明朝また来る 

ように一 
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と指示され帰隊したが、痛みは増 

すばかりだった。翌日も患部のガー 

ゼを取り換えるだけで、松は指の痛 

みで左手は全く使えない状態になっ 
てしまった。そのまた翌日、包帯所 

に行く時、怪我をした古兵と一緒だ 
った。古兵のもらした言葉が、私を 

驚かせた。 

「あの軍医さんは、召集されたばか 

りの婦人科医だからな、こっちが心 

配だょ」 

軍隊では婦人科医も小児科医も、 

すべての病人、怪我人を診察治療す 

ることを、改めて思い直した。私は 

今日は自分で、ここを切開して下さ 

い、と申し出るつもりでいた。私の 

番が来て、軍医さんは私の指を診て、 

「間違えたな、もぅ一回切ろぅ」 

と言った。私が申し出るまでもな 

く、今度は腫れ上がった本当の患部 

にメスを入れた。そして、 

「今日明日は、入室しろ」 

と命令された。 

明日は、重要な甲乙候補生分離の 

筆記および教練の実地試験日である。 

私はそのことを申し出て、試験を受 

けさせてもらえるように頼んだが、 

「筆記試験はよろしいが、その手T 

教練など無理だ。駄目だ」 

と、一蹴されてしまつた。 

沖縄玉砕かシベリア抑留か 

私はついにテストを受けられず、 

結果的にその後、下士官として東 

京•江古田 

の高射砲中 

隊に配属さ 

れ、終戦を 

迎えた。当 

時、私はこ 
の軍医さん 

に対して、 

相当の恨み 

をもつてい 

た。しかし 

終戦直後に 

得た確実な 

情報で、私 

と同期で甲種幹部候補生となった連 

中が、見習士官となり、半数の人た 

ちは沖縄で全滅、半数は満州でソ連 

軍に抑留されたと聞き、この軍医さ 

んに対する恨みは吹き飛んでしまつ 

た。 

あの時、もしあの軍医さんに出会 

わなかったら……、最初から手術に 

成功していたら……、試験を受けて 

甲種幹部候補生になっていたら、沖 
縄かシベリアか……と思うと、人の 

運命の不思議さを痛感させられた。 
あの婦人科の軍医さんに出会ってい 

なかったら、今の私はなかったかも 

知れない。いや多分、戦死か戦病死、 

抑留中の死亡、この世の人ではない 

であろぅ。今でも私の左人さし指、 

第一関節は半分しか屈折出来ない。 
キズあとも、手術の失敗あとと二力 

所、ハツキリと残つている。この指 

を見つめるたびに、運命の不思議さ 

を痛感する。このようなことは、人 
それぞれ、たくさんあることと思う。 

あの人に出会わなかったら、今の職 

業に入っていなかったろう。あの人 

に出会わなかったら、今日の自分は 

なかったろう。あの人に出会わなか 

つたら、ラィオンズクラブに入会し 

ていなかつたろう。さまざまなケー 

スがあると思う。 

私のラィオンズ入会のスポンサ— 

は、当時、東京日本橋7■?にいた"佃 

光雄である。??佃とはその職業で、 

玩具と人形ということで、だいぶん 

以前から面識を得ていた。もし私が 

佃さんと出会っていなければ、クラ 

ブに入会していないかも知れないし、 

従って今日のように、よき友人たち 

と知り合い、交遊するチャンスにも 

患まれなかったであろう。人と人と 

の出会いは大切なもので、神仏の摂 

理によって定められているものであ 

り、その人の運命を左右することが 

多い。 

私は、多くの人々との出会いによ 
り、それなりに、.その多くの人々に 

よって自分の運命がつくられ、スト 

—リーが構成されていくのではない 

か、とも考えている。 
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会長中山流石 
〒600京都市下京区堀川通花屋町上ル 
西本願寺北隣第ーサン•クロレラビル6F 
TEL (075) 361-2316 (代表） /，濟 

クロレラで甦つた人生 

私は23才の時から10年間戦地で過激な体験を 
し、心身ともに衰弱、その間発疹チフス、肺浸 

潤、赤痢、神経痛、マラリア、コレラ、結核性 
腹膜を患い、帰国後はリユ—マチ、痛風、胃ガ 

ンで胃を半分切除し、ヘルニアで開腹手術、ぢ 
の手術、糖尿、IIJ脈硬化などで10種類以上の薬 

品を服I1Jしていましたが効果がなく、半ば廃人 
のよぅな毎日でしたが、ある日何の：：>f\なしに服 

坩したクロレラが、一度は諦めた私の人生をす 
つかり甦らせてくれました。いまでは世界中を 

とび廻れるほどの健康体です。このよろこびを 
病^でお悩みの方に、一人でも多くお知らせす 

ることを使命と考え、余生をクロレラの研究と 

普及に搾げたいと念願しております* 

神秘の食品•クロレラ 

この奇逋的ともいえるクロレラの"薬効〃の 
1•取大の特徴は、端的にいえば必要なものの吸収 

をよくし、冇害な毒物を排出する強い作用によ 
つて、人体に本来備わつている自然治癒力、つ 

まリ病^Vに対する抵抗力を回復、強化させるこ 
とです。クロレラは蛋白質55%、葉緑素4%ほ 

か^種活性ビタミン、ミネラルなどの栄養素を 
豊富に含み、必須アミノ酸の組成にも優れ、特 

にC • G • F <!)]物体成長促進因子)と呼ばれ 
る特殊な物質は細胞の若返リを促します。また 

クロレラは内臟の機能を強化し、血液を正常化 
するfil)きを持つており、これらの相乗作用によ 

つて病気がちな酸性体質を健康な弱アルカリ性 
体質に変え、糖乐、.VM血圧、異常体質ほか慢性 

の難病を治癒に導いていきます。クロレラが 
"神秘の食品〃といわれるのもこのためです。 

細胞膜破砕で消化率倍増 
クロレラにとつて最大の欠点は、セルロ—ズ 

質の細胞膜が消化、吸収をさまたげていたとと 

です。ところが㈱サン•クロレラと日商岩井㈱ 

の共同研究が実を結び、細胞膜の95%以上破砕 

に成功、その結果、消化率は従来のクロレラに 
比べ約2倍に引き上げられました。細胞胶破砕の 

技術はこのほど特許が許可されたということです。 
図⑴のグラフは、細胞膜破砕後と未破砕のク 

ロレラを使用した消化率比較試験のデータです。 
破砕したクロレラ(上の線)の消化率は、未破 

砕のクロレラ <下の線)に比べ約2倍の数値を 

示しています。図(2)は成長率比較試験の結果で 

すが、細胞膜破砕後のクロレラ(上の線)を与 
えたマウスは、未破砕のクロレラを投与したマ 

ウスに比べ10日間で体重が約10%ふえることが 
立証され、1力月後では30%も差が出ることが 

予想されます。 

クロレラをえらぶキメ手 

クロレラ、クロレラといつてもみんな同じでは 
ありません。最近、健氓への関心が商まリ、ク 

ロレラの効果が实証されるにつれて薬効の少な 
い、品質粗悪な製品もかなリ見受けられます。 

お求めの際は、必ず細胞膜を破砕し、消化•吸 
収力のすぐれたクロレラをおえらびになるよう 

おすすめいたします。 
{中山流石記) 

※クロレラは、，医薬品♦ではありません。そ 
れは•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。それでも頑固な慢性 

病(糖尿、H疽、ネフローゼ、痛風、リユ 
Iマチ、ヘルニア' 高低血圧、アレルギ| 

体質etc)がよくならず、お困りの方は 
せ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、全快例な 
ど、ご希望の方には無料でお送りいたしま 

す。ハガキか電話でお申し込みください。 

細胞膜未破砕のクロレラ 

クロレラがある/健豪がある/ あなたの輝く未来がある/ 



古井さんとナナ 

出身の盲導犬訓練士•坂井貞夫さん 

が東京から帰り、富山市城川原に北 

陸盲導犬訓練所を開設したのだ。さ 
つそく申し込んだ古井さんは、ここ 

で養成された盲導犬の第一号を手に 

したのである。 

「ほんとぅにぅれしかつたです。こ 

一人百頃雕澤！|曙を. 

富山県の盲導犬事業 

古井さんとナナ 

富山市の西能病院に勤務するマッ 

サ—ジ師、古井良洋さんが盲導犬ナ 

ナに引かれて通勤し始めたのは、昭 

和五十一年九月のことだった。それ 
から五年半、古井さんは四十度近い 

高熱の日も、豪雪の日も、一日たり 

とも休むことはない。 

「健常者に負けたくないといぅ気持 

ちと、私を雇ってくれた病院に対す 

る感謝の気持ちからです」 

古井さんはそう語る。 
昭和三十六年七月のある日、古井 

さんは突然、目をこすった時に起こ 

るよぅな焦点のボケを感じた。日を 

追ぅごとにひどくなる。病院では治 

療方法の分からぬ原因不明の病気と 

診断された。実はべーチェット病に 

おかされていたのである。 
昭和三十八年から入院生活に入り、 

やがて光が失われた。昭和四十二年 

のことだった。その年の四月、古井 

さんは県立盲学校に入学した。 
古井さんが初めて盲導犬に触れた 

のは昭和四十六年、富山神通r$の援 
助で入手した、三療業を営む田島豊 

秋さん(現富山県視覚障害者協会会 

長)のクララである。そ 

れは富山県で初めての盲 

導犬でもあった。盲導犬 

の素晴らしさに感動した 

古井さんは、すぐにでも 

手に入れたかつた。しか 

し、当時は申し込んでか 

ら三年はかかると言われていた。し 
かも、一力月間東京で盲導犬と共に 

共同訓練しなければならない。毎日 

通勤しなければならない古井さんに 

とって、盲導犬を手に入れるのは無 

理だった。 

ところが、昭和五十一年に富山県 
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れでどこにでも行けると思いました。 
はじめて家につれてきた日は床の間 

に寝かせました」。 

その日から通勤はもちろん、散歩 

に出かけるのも、休日に遊ぶのも、 

すべてナナと一緒の生活が続いてい 
る。県民マラソンにもナナと一緒に 

参加、みごとに完走-Lた。そればか 

りか、通勤中のバスの中で、見知ら 

ぬ人とナナを通して犬の話題に花を 

咲かすといぅ、予期しない効果も現 

れたのだった。 

湊さんとチチ 

北陸盲導犬訓練所で養成された盲 

導犬の第二号を手にしたのは、自宅 

で三療業を営む湊繁治さん。ある日 
のこと、湊さんはチチのハーネスを 

はずして海辺で遊んでいたところ、 

誤って海に落ちてしまった。子ども 

のころから泳ぎに自信があった湊さ 

んも、いったいど?ちに向かって泳 

げばいいのか見当がつかない。湊さ 

んはとっさに叫んだ。 

「チチ！ チチ！」 

チチは海に落ちている湊さんをみ 

つけて陸からク—ン、クーンと鼻を 
ならしたのである。その声を聞いて、 

湊さんは必死になって泳ぎ、無事陸 

に上がることができた。 

「チチと歩くょぅになつてから、助 

けられたことはあつても、事故に遭 

つたことは一度もありません。白杖 

で歩いていたころは物にぶつかった 

り、田んぼに落ちたりでした。便利 

さから言つたら、天と地ほどの違い 

があるのではないでしようか」。 

趣味で川柳を作る湊さんは、二年 

後に川柳句集を自費出版する予定だ。 

句会に出席するために、チチは何よ 

りも大切なのだという。チチとの密 

接な関係をこう詠んでいる。 

〃人間の絆を犬に笑われる， 
だまし、だまされたりする人間関 

係など、主人に忠実な犬に笑われる 

という意味だろう。古井さんは将来、 

盲導犬とともに単身で諸国行脚をす 

るのが夢なのだそうだ。 

田島さんとクララ 

富山県で最初の盲導犬となつた田 

島豊秋さんのクララが起立不能にな 

つたのは、一昨年のことだった。田 

島さんは、北陸盲導犬訓練所設立に 

尽力した近所に住む獣医•??坪島真 
夫(富山神通^)に診察してもらつ 

た。治療のかいあつて、三力月後、 
クララは再び立ち上がれるようにな 

つた。しかし、すでにクララは盲導 

犬としての機能を失つていた。見か 

ねたラィオンズは田島さんに、 

「急に白杖にもどるのは危険だ、す 

ぐにでも申し込んだほうがいい」 

と説得した。が、田島さんはガン 

として受け付けなかった。 

「今まで八年間も私の目となって導 
いてくれたクララを、役立たずとな 

つたからといえ、家に置いたまま、 

新しい盲導犬を手に入れるなんてで 
きましょうか。そばにいてくれるだ 

けでいいんです。それが八年間世話 

になった私のクララに対する気持ち 
なんです」。 

翌年、クララは老化に伴う椎間板 

症のため、静かに世を去った。十二 
歳十力月だった。それょり二日前、 

十月十日の目の愛護デーに、富山県 

視覚障害者協会は、長岡の真国寺門 

前に建立した盲導犬慰霊碑の除幕式 
を行ったのである。富山県下のラィ 
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參〒住所 
•電話番号 

•氏名 

▼電話でのお申込みは 

鹊5921801 
屯站受付はH Hi 

feH 9時- 
祝!!を除く 
5B.V 

•代金のお支払いは、品物と站 
におWけする％金II iSJて-折り返しご 
送金ドさい# 7 II以内返品4 (返 
品送料はごfUflドさい） 

tw本ガルべラドゥノ、。ソSィォン 
T100東京都千代田区永田町2-17 

電話か八ガキで 

トクタ~ジボ 
£GIBAUD 
_m«lco ctite/uuU! 

WKffi千代田区2の 
§|7«フラッツビル 

=T1㈱日本ガルペラ 
__，ドウバリ 
置ライオン係 

8、300円 

\/ 
i ^ 

ヨーロッパで半1H:紀にわたリ愛川され続けているベルトで、^^ 
の先進IIIドィツでは' フランス製品であるにもかかわらず、社八：ム 

保険で、ドクタ—ジポーベルトを瞄入できます。いかに優れてい 
るか、何よリの&明といえます•ドィツでのテストで33人中29 

人が一〜4週間で痛みがとれた証明済みです•ゥ—ルは汗を吸 
収し、発散しますのでK汗をかいても、さわやかで、冬は暖かく 

存5£秋冬の四^の温度差の激しい日本に於いて常に一定の保iiiで 
いられるドクタ—ジボ—ベルトは、シヤレた美しさと、その 

価値の点からも、多くの悩める方々、又予防なされる方々に必ず 
ご満足して.頂ける事を、自倍を持つて保証します。 

r—雪1に碧鐵 一きめ/ 

オンズ有志の協力で建立されたもの 

だつた。クララはそのあとを追うよ 

うにして永眠したのである。 

田島さんが二頭目の盲導犬を手に 

する日は近いだろう。この八年間の 

クララとの経験から、人の手に導か 

れるより、もちろん白杖より安全で 

あることを身をもつて知つたからだ。 

基金千二百万円に 

日本での盲導犬の歴史は浅い。塩 

屋賢一氏の手によって、国産の盲導 

犬第一号が誕生したのは昭和三十三 
年、ラィオンズクラブの協力で献日 

本盲導犬協会ができたのが昭和四十 

二年、その年の暮れには付属盲導犬 

学校が設置された。 

現在、日本には一一目導犬訓練所が六 

力所、訓練土の数は二十人に満たな 
い。そして、昨年十二月末日現在、 

全国の盲導犬実働数は三百六十七頭 

(厚生省調べ)である。アメリカの 
約六十分の一しかないのが実情であ 

る。 

本誌一九七八年五月号で既報の通 

り、富山神通7*Iや当時の県内ラィオ 

ンズ有識者の呼びかけで始まった盲 

導犬を贈る運動も今年で六年目。そ 

の間、毎年四頭の盲導犬が北陸盲導 

犬訓練所から生まれ、総計二十四頭 

になった。この運動は、発足当初か 

ら富山県下のラィオンー人月額百円、 

年千二百円の酵金と国•県の助成金 

とでまかなわれている。しかし、こ 

こまで統けてきた過程は、決して容 

易なことではなかった。当時第一” 

のデピュティ•ガバナーであり現地 

区名誉顧問の??村本岸(富山3の 

並々ならぬ熱意と努力を見逃すわけ 

にはいかない。当時の地区PR委 

•員•??浅田熙(富山7-?)は、この間 

の事情をよく知る一人であるが、 

「この運動の始まりは、富山神通r 

の単独アクティビティとして二頭の 

盲導犬を贈ったのが始まりですが、 

J?村本の努力がもしなかったとする 

なら、この事業はそこでストップし 

ていただろぅ、訓練所も生まれてな 
かったろぅ、まして県や国の助成金 

を得ることもなかつた」 

と断言する。 

「私一人の力で何ができるというも 

のではないのです。ライオンズはウ 

イ•ザーブの精神が事を運ぶので 

と、??村本はしきりにライオンズ 

精神とアクティビティの真のあり方 

を説かれる。 

初年度五万円しかなかった県と国 

の一頭あたりの助成金も、会員たち 

の長い努力の結果、一頭あたり四十 

五万円になった。そして、県内各ク 

ラブのチャータ—•ナイト記念事業 

等で寄せられた基金は千二百万円に 
も達した。そして、次第に地域社会 

にも、広がりつつあるこの運動の波紋 

は、やがてライオンズとしてこの運 

動から手を引いても、国や県の福祉 

政策の一環として進められる日も、 

そぅ遠くないょぅに思われる。とは 

いえ、'今後のライオンズの活動の展 
開いかんにょるわけであるが……。 
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栄光の オリエント急行、今、甦る/ 0 
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1977年を最後に運行を中止したあ 
のオリエントエクスプレスが今、新た 
な装いのもとに復活します。数々の 
思い出とエピソード。そUT何よりも 
1920年代の極美を思わせる室内装 
飾の豪華さ。また、王候貴族なみの 
サービス。ぜひ皆様も栄光のオリエ 
ント急行ツアーにご参加下さい。 

オリエントエクスプレスと 
ウイ■"ン•ベニス•パリ13日間 
•コース 

東京—ウィーン—ザルツブ;レグ— 
インスブルツグ—ベニス-—パリ 
—アムステルダム—東京 

•実施予定 
57年7月〜8月(近日発表） 

予定価格 
¥688,000より 
(全食事付、添乗員同行） 
★お問合せ、資料のご讀求は、 
旅行主催 g?) 
㈱日本旅行 
赤坂海外旅行センター 
〒107港区赤坂1-6-19 
TEL: 03(586)4631 
オリエント急行係 

現第二Kのデピュティ•ガバナ— 

J?橘康太郎(高岡中央7*?)は言う。 
「ここまで我々は走り続けてきた。 

もう中断は許されないのです。あと 
五年もすれば基金も予定額に達する 

でしょう。そして、基金と県•国か 

らの助成金だけで運営できるように 

なったら、我々は手を引きます」 

また、第一”のデピユティ.ガバ 

ナ—”村清ハ富山^〇は、 

「我々の手から離れて、基金と助成 

金だけでまかなえるようになった時、 
それをどのように運営していくか相 

談があれば、喜んで受けます」 

と語る。 

「いつまでこの運動を統けるつもり 

なのか」「特定の人に対する奉仕が 
ライオンズのアクティビティとして 

ふさわしいものかどうか」あるいは 

「犬が死んでしまえば終わりではな 

いか」など、この運動の当初から反 

論がないわけではない。しかし、こ 

うした反論も、毎月タバコー箱代に 

も満たない金額で、このような大き 

な事業となること、そして何にもま 

して、盲人が盲導犬を得てその喜び 

を語る晴ればれとした顔に接する時、 

消え失せてしまうであろう。 

波紋の広がるなかで 

盲導犬訓練所を持つ全国の都道府 

県で、県内全クラブの合同アクティ 
ビティとして盲導犬普及運動をして 

いるのはここだけである。 

??小竹清(富山神通1)は、 

「最初、富山神通r独自で二頭目の 
盲導犬を出したとき、これはもぅ全 

県が一体となってやらなければだめ 

だ、といぅ意見が出ました。そして、 

今日の輪の広がりを見たのも全メン 

バーが一丸となったからこそ」 

と強調する。 

一方、訓練所の坂井所長は、 
「お金の心配をしないで訓練に集中 

できるのは、実にありがたいですね。 

ここまでこれたのは、ライオンズの 

お陰です。予算が決まっているので、 

年間生産頭数を決めることができ、 

希望者にも予定通りに渡すことがで 

き、大変助かっています」。 

その坂井さん自身、盲導犬普及の 

ため他の訓練所にはない独自のシス 

テムを作りあげている。そのひとつ 

が共同訓練の出前である。 

「欧米より遅れている最大の理由は、 

基金の不足が第一、つぎが共同訓練 

中、一力月間訓練所に合宿しなけれ 

ばならないことでしよう。私は訓練 

所に盲人の方々に寝泊りしてもらう 
かわりに、犬を車に積んで盲人の家 

まで行き、五週間毎日自宅で訓練し 

てもらつています。いわば訓練の出 

前でしようか」。 

このやり方は好評だった。従来の 

ように共同訓練中一力月間訓練所に 

寝泊りしなければならないなら、盲 

導犬を手にすることのできる人はご 

く限られてしまう。一力月間商売を 

休まなければならない、ということ 
は収入が途絶えるだけでなく、再開 

業したにせよ、すでに客足が遠のい 
てしまつているかもしれない。 

「……訓練所に寝泊りできる人とな 
ると、ごく限られてしまうんで.す。 

結局、ほんとうに盲導犬を必要とし 

ている人の手に渡らないことになつ 
てしまうんです」0 

坂井さんは最後にこう付け加えた。 

「我々は生まれたときから、ただで 
目を授かっています。だから盲人の 

目となるものを提供するのは、晴眼 

者にとって当然の奉仕ではないでし 

ようか」 

と。 (黑井尚之) 
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蠢たa,い〇も，着Sい0 
j 4$!|8|のよさ*^保つん2^とつてきました。しかし、いまは、本品は、薬品ではありません。 

食品の加工の高度化にょって、食多用、連用しても、副作用はあり 

、ゲtパこ口nuに含まれているごく—のビタまt。しばらくつづけていると、 

し5 3 > ミンEは、さらに少なくなっていあなたのからだの不調感は、知ら 
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もに細胞力こわれていくのに食すでに一般化されています。その定である•あちこちからだの不 
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った」「どぅもからだがすっきりし製したものです。 
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ヒタミンF それにレシチ 

この大切なビタミンEは、体内富に含有されている、他に 

でつくることができませんから、い優れた製品です。殊に、 

当然外部から補給しなければなりタミンEとレシチンのコン 

ません。昔から私たちは食物から絶妙の栄養補給効果を高め 



334-E地区フイソピン•ケア 

E療观齡 
?:夂 

： ^ •时 

とする四十五人の医療奉仕 この医療奉仕がいささかたりとも 

団を派遣することができた。日比友好親善に寄与できたことに対 

出発前に航空機事故などが し、我々一同満足して帰国した。今 

あり、やや不安であったがへ後この奉仕活動を統けるに当たって 

全員無事に所期の目的を達 は、過去七回にわたる実績を検討し、 

成し帰国することができた 十分研究して実施する必要があると 

ことは、本当にご同慶の至 思う。 

深い人類愛に感謝 
地区ガバナI 

田中泰江 
(長野県.佐久1) 

二月十日午前十時成田を出発して 

から十三日夜九時に帰国するまでの 

短日時ではぁったが、334-£地区の 

大きな奉仕事業の一つであるフィリ 

ピンに対する医療奉仕活動も、今回 

で七回を重ねた。しかも今回は、特 

に従来以上の多数の地区内メンバ— 

の絶大な協力を得て、医師をはじめ 

りである。 

期間中は、フィリピン政 

府関係者それにラィオンズ 

クラブをはじめ、民間諸団 

体の多数の現地関係者の温 

かいご協力を賜り、予定通 

り目的を達成できたことに 

対し、深甚なる感謝の意を 

捧げるものである。 

また、日本の医療関係者の皆様や 

メンバー各位には、時間のある限り 

献身的な奉仕活動に全力を傾注して 

頂き、現地の人々に非常に深い感銘 

を与えたことと思ぅ。本当にご苦労 
様でした。厚くお礼申し上げます。 

なお、二月十一日ブラカン州のコ 

ンペンションホールでは州知事と州 

議会議長、また十二日にはマニラ市 

でフィリピン政府閣僚ご臨席の懇親 

会がもたれ、席上お礼のご挨拶を頂 

き、一同恐縮した次第である。 

最後に334-£地区內三千名のメン 

パ—各位に、人類愛に燃える貴い浄 

財を醵出して頂いたことに対し、深 

基なる感謝の意を表し、お礼の言葉 
とさせて頂く。 

•♦ノ (ガソリン•肥料販売.67歳) 

握手攻めに胸熱く 
地区国際協調.Lc IF委員長 

本戸龍男 
(長野県*丸子7!) 

今回の医療奉仕参加者は医師八名、 

歯科医師十名、薬剤師三名、検査技 

師一名、眼科検査技師(女子)二名、 

元保健婦一名、.歯科助手一名、医療 

器械専門一名、それに一般クラブ. 

メンバ—十八名の合計四十五名であ 

つた。ここに今回の成果を報告させ 

て頂く。 
二月十一日、ブラカン州•州立病 

院、マロロス小学校、メカワヤン南 

小学校、メカワヤン北小学校におい 

て実施。今年の医療奉仕の中にはフ 
ィリピンの小学生の体位がどの程度 

まで向上したかを調査したいといぅ 

テ—マがあった。 

現地の各小学校は大部分が女の先 

生で、一校十名から十五名くらいの 

先生に手伝って頂いた。 

翌十二日は、バタンガス州のルン 

バンカラカで実施。午前中は最低生 
活をおくっている原住民の部落を見 

学したので、ルンバンカラカでは午 

後一時から三時過ぎまで二時間ぐら 

いの医療奉仕をした。場所がないの 

で、屋外で各科診療開始。ここでは 

現地の齒科医にも手伝って頂いた。 

帰る時、残った歯科医薬品を贈り、 
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海には人の心をいやす 

大自然の子守歌があります 

ヨットは風がつまびく 

海の男のセレナーデ 

日ごろの 

ビジネス戦線の気分転換は 

潮風がはこぶ 

海のロマンと冒険の香りが 

もってこいです 

ひねもす海と遊んだら 

身も心も 

グッドコンデイシヨン 

▲ 
GWZA\OfTNGClJUB 

ヨットライフをリッチにエンジョイする 

クラブイベントのかずかずは 

メンバーの方々の 

ご好評をI、ただし、ております 

•CLUB EVENT# 

クラフ>不レース、 

サンデーヨット教室、 

小笠原ビッグフイツシング&セーリング 

ただいま限定第2次募集 

詳しいお問合わせ、 

お申込みは下記へ 

Members only 

鹏ヨッティンタクラフ 
束京都中央区築地5-6 :兵链宮庭囫愒: 7IU503.545 3471 

株ケイ•アンド•モリタニ 

菜京[中央区日：碑茅場BJ2-I7-3 11103(666、7114 

Sailina from GINZA 

喜ばれた。 

患者の総数は三、三九八名、ぅち 

内科•一、四七二名、眼科•七七〇 

名、歯科•一、一 五六名(抜歯•四 

四一名、処置歯•七〇七名)であっ 

た。次に各科の所見を報告させて頂 
<o 

一、内科 

① 呼吸器系統の、結核•喘息を含 

む咳が多い。メカヮヤシ北小学校で 

は薬がなくなった。次回は多少多め 

に持って行く必要がある。 

② 神経痛、リューマチが割合に多 

かった。 

③ 胃腸障害、腹痛多少あり。 

④ 貧血も割合に多い。 

⑤ 暖かい国なのに風邪をひいてい 

る者がいた。 

⑥ 脊椎骨の円背者がある。 

⑦ 四歳ぐらいの小児で脳性麻痺が 

一名あった。 

⑧ .ルンバンカラカで甲状腺の腫張 

が多かった。年寄りに多い地方病か。 

二、 眼科 

① 白内障が多い。 

② 翼状片が割合に多かった。 

③ 伝染性血膜炎の患者がルンバン 

カラカに一名いた。 

④ トラホー厶はほとんどなかつた。 

⑤ 来年は簡単な手術もしたい。 

三、 歯科 

① 齲蝕の罹患率は百打。 

② 日本の昭和三十五〜四十年ごろ 
より状態は悪い。 

③ 口腔内全歯が齲蝕の例もあった 

が、これはサトウキビをおやつ代わ 

りに食べるのが原因か。 

④ 六歳臼齒(永久歯)の齲蝕が非 

常に多い。 

⑤ 大人の場合、初期齲蝕でも抜歯 
を強く希望する者が多い。 

⑥ 歯石沈着、口内炎、歯槽膿漏も 

多い。 

⑦ 歯列不整は極端なものもあるが、 

だいたいにおいてよい。 

⑧ 口蓋裂が一例あった。 

また今回の医療奉仕に当たって、 

ストマイ、アリナミン、咳止め、皮 

膚病軟膏、目薬、鎮痛剤、胃腸薬、 

歯科用抗生物質、治療薬等の医療品、 

老眼鏡三六〇個、ほかに米、ミルク、 
リンゴ、歯ブラシ、練りハミガキ、 

ポールペン、金属野球バット、ボー 

ル等を持參し、現地の人たちに贈呈、 

たいへん喜ばれた。 
マロロス小学校では、治療終了後 

ミーティングを行い、女性の校長先 

生か.ら我々の奉仕へのお礼のしるし 

として、素朴な民芸品を頂いた。私 

たちが手をつないで「信濃の国」を 

歌ったのに対し、女の先生たちはフ 
ィリピンの歌を大合唱。歌と握手攻 

めに胸の熱くなる思いだった。 
(医師.66歳) 

51 The Lion *82. 5月号 



人間は自分の能力の半分も出し切っていないといわれます。自己催眠法によっ 

てあなたは自分のもっている能力を最大限に発揮できるようになります。人前. 

に出てあがるということもなくせます。 
写真はセミナーの受講者が自己催眠法によって身体を硬直させるヒューマンブ 

リツジを行っているところです。あなたも自己催眠法によって人前で堂々と話 

せる力をやしないスバラシイスピーチをしてみませんか。 

《このセミナーの2本の柱》 

① 500人の前でも堂々と話せる自信がつきます。 
② 社内の人間関係が一変し、モラールアップや 
定着性向上に驚くような効果が上ります。 

※このセミナーにかけた3日間は、 
あなたの生涯の中で最も役に立ち 
価値ある時間になるでしよう。 

5月15M6H7日 5月22*23*24日 6月5-6-7日 

東京 名古屋 広島 

日本話方センター 
所長/江川ひろし 

〒160東京都新宿区西新宿Iの3の3 

出張講演もいたします。 0(03)342-0874 
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北上川下流域の中世史を理解する上で、不可欠 
な資料•板石塔婆が多数残されている日輪山多 

福院。格子の中に吉野先帝御菩提碑がある 

332C地区(宮城県)のキャビネットが置かれている石卷市 

は、県の東部に位置し、北上川の河口港として発展してきた。 
冬の味覚の王座をゆく牡蠣の産地としても名高い。 

石巻の牡蠣は今を去る三六〇余年前、伊達政宗の遣欧使節| 

行が乗つた船の底についてきた牡蠣を祖先にしていると伝えら 

れているが、使節一行の木造帆船は牡鹿半島の西岸の小湾' 市 

内月の浦から出帆し、七年後に帰港している。その静かなたた 
ずまいで、このよぅな歴史を秘めているとはとても思えない現 

在の月の浦は' 養殖のタナが湾内狭しと張りめぐらされ、南三 

陸金華山国定公園のI部にもなつている。 
みちのくの母なる川•北上川は、岩手県七時雨山に源を発し 

て石卷湾で太平洋に注ぐわが国有数の大河。この河を利用して 

の江戸廻米積出港•石巻は、東北への中央文化移入の窓口でも 
あつた。芭蕉の「奥の細道」にも、当時の石巻のにぎわいは紹 

介されている。 
また、この地の®かまぼこの名は、あまねく天下に知られて 

いる。「ベろかま」とも呼ばれているここの笹かまは、太平洋 





西條令終郎ガバナ—と旧制石巻中学 

校の同級生であつた彫刻家•高橋英吉 

は、昭和十三年、「海を主題とする三 
部作」を発表したが、応召、昭和十七 

年三十I歳の若さで散華した。 

南氷洋の捕鲸母船•日新丸の甲板上 
で' 潮鳴りをきく漁夫に素材を求めた 

三部作の第二作「潮音」は、英吉二十 

九歳の折の作品、文展特選(文部大臣 
賞)受賞。 

この「潮音」ブロンズ像は石卷7|二 
十周年記念として昨年三月、石卷市総 

合体育館前に、また同じ像は凑大門崎 
とガダルカナル島平和公園にも建立さ 

れている。 

石卷rは昭和三十五年三月十八日、 
仙台7Iをスポンサ—に誕生した。市内 

にはほかに石卷中央、石卷東、石卷日 
和、石卷ポ—卜の計五クラブがある。 

写真は西條ガバナI (前列)と後列 
左から黒川行正、岩渕正明(石卷日和 

7|)、梅新作、正岡武雄、日野正哉、 

横瀬常雄の石巻7?各ラィオン。 



ニツカンのコレクタで美しい環境と資源回収を 
、、KEEP CLEAN & DO RECYCLINGク 

ニツカンはこれまでに環境をきれい 

にする、資源の再利⑴を芩える機材で 

多くの市町村や関連団体のお役に 

立ってまいりました。 

これらの機材は、きっとあなたの 

奉仕活動にも破適の効果を発揮す 

ることでしよう。ご計_に関して 

のご相談は03-407-9013にお電話 

ください。 

屋外スタンド（NS-15)サイズ：180ミリ;ftX750mm(ffi) 

(AW-10)サイズ：挪ミリ角X700mm(高1 

(NS-20)サイズ： 200ミリ角 X8IOmm(») 

屋外ベンチ(NW-801型） 
材質：ラワン材、鉄パイプ、高級塗装仕上 
サイズ：1,800%(長 >X500"U巾）X700%(高）X450%(席!' 

コレクタE-30R 
I (回転式） 
材エキスパンド锇樣 
サイズ： 800%(®) 

450%角（台座） 
カゴ. 600%(高） 
X430%W 上） 
X 340% ¢5(底） 

«： 

分別収集用]レクタ 
w質：ガゴ/パンチング猙板 

フレーム19%ゾ，鉄パイブフタ1%鉄板 
サイズ： 920%(高）X400%(巾）X550%(奥行） 

fell!11ifeliyi 

コレクタNq35_5©!^ 

サイズ：1,550%(高） 
カゴ：E-50使用 

コレクタD-100 
« n:鋼板高級途装仕上 
サイズ：1,030%(高）X500%(巾）X490も(奥 
容臞： 80 I 

:ッカン製造の商品はすべて生産物賠償黃任保険付ですから安心してご使用いただけます.: 



車の檑做をR5先釅車*新雜売〇 
はまた、アイドリング時のヱンジン回転数を常時 

監視し、たとえば情性走行時においてエンジン 

回転数が960rpmに下がるまでは、燃料の供給 

を自動的に停止します。かつて、このクラスの車で 

これほどの機能を、これほど数多〈そなえた車は 

ありませんでした0糸カーグラフィック1982年4月号より 

辱高水準のクオリティと安全性 

の一見してわかるクオリティの高さ、新しい 

規範とも言うべき水準の高さは、卓越した製造 

技術、入念な仕上げ、最新の生産設備などから 

生み出されたものですそれはまた、「ドイツ製品」 

に対する定評をさらに高めることにもなりました。 

上フイバーと車の間係に. 

M次元を確立しました 

BMWニユー5シリーズのコックビットは、先進 

技術によつてまったく新しいものになりました, 

それは走行中の安全性、これまでになかった 

乗り心地のよさ、そしてトラブルのない運転などに 

大きく寄与するものです。なかでもBMW528eに 

採用されたエレクトロニックシステムは、その 

顕著なものです。これほどのシステムは、いまの 

ところ、世界中のどの車にも見当りません。その 

うちのいくつかの例を挙げると、BMWサービス 

インター/くルインジケーター、アクティブチェ 

ックコントロール、BMW瞬間燃費計(ECェ 

ネルギーコントロール）などがあります。ひと言で 

いえば、BMWは新しいクラスの車を創るために、 

最新の技術を結集したのです 

BMWニュー5シリーズ：ドライバーの被しい要求 

と見識の高さを反映した車です 

車について目の肥えた世界中のすべてのドライ 

バーは、つねに、より高い完成度、より望み通りの 

ものを求めて止みません。BMWニュー5シリーズ 

は、このような厳しい条件をすべて満たした車 

です。BMWは、他の追随を許さない進歩的な 

存在そのものです。あなたも時代に先駆ける車 

BMWニュー5シリーズに、お近くのBMWディー 

ラーでぜひご試乗ください。 

•Photo528e.5l8i：細部で日本仕樺と異なる場合があります 
•取扱い車種：633CSu 733.. 528c. 518し318. 

• 3181には、マニュアル仕樣とオートマチック仕様があり.他の 

車禰はすぺてオートマチック仕樣です 

•地域によって価格か異なります15寄りのBMW取扱いディー 
ラーでおたずねください 

•お問合わせやカタログのご謓求は、はがきに住所•氏名•年齡• 

羝業と•現在お乗りになっている車の名前やこの広告をご轚に 

なった雑迖名をお害さのうえ、下記へ 

BMW Japan Corp. 
西独BMW全額出資の子会社 

本社亍106東京都,巷区西麻布4-12-24 

第38興和ビル4F 

TEL03( 499)681 丨< 大代表〉 

BMW、究極の車 



画 

BMW=:i_528ル5畑;世界の 
BMWニュー5シリーズ：このサイズで、これほ 

ど先進的な技術が駆使されている車は、ほかに 

ありません。 

BMWニュー5シリーズは、最高峰に位置する7 

シリーズや、2ドアクーペとしてトップクラスに評価 

されている6シリーズのすぐれたエンジニアリング 

を、コンパクトに凝縮したものですこの2台の 

4ドアセダンは、「ドイツ製」の質の良さと職人気質 

を最高の水準で実現していますまた、時代への 

妥協を拒んだ傑出した性能や、申しぶんのない 

乗り心地と居住空間をそなえています、しかも、 

スタイリングは数ある車の中でもひときわ独創的 

で、それは、個性的な顔立ちが群衆の中で目立つ 

ことに似ています。 

端的にいえば、BMWニュー5シリーズは、最高 

の運転感覚と、BMWの個性および卓越性を、 

目の肥えたすべてのドライバーにとつて身近かな 

ものにしたのですまたそのようなドライバーの数 

は日に日にふえています。それは、BMWニュー5 

シリーズが世界中で大成功をおさめている事実 

でも証明できますですから、BMWを目指す車の 

メーカーがあとを絶たないとしても、なんの不思 

謙もありません 

高級車の新しい規範：BMW528e,518i. 

BMWニュー5シリーズがもたらす素晴しい運転 

感覚、比類のない操作性、他の車では得られな 

い快適な居住性、そじC並はずれたロードホール 

ディングなどは、このクラスの車の新しい規範 

とも言えるシャーシーやサスペンションの技術 

から生まれたものですその一例が:特許を取った 

ダブルジョイント式フロントアクスルです 

BMWのエンジン技術その性能と効率の先進 

性について、改めて断言します 

BMWニュー5シリーズを駆動するエンジンは、 

今日のエンジンの中でもっともすぐれたもののひ 

とつです。とくにBMW528eに搭載した6気筒エ 

ンジンは、最小限のエネルギーて最大限の’ 

力性能を弓Iき出すよう設計されていますそれは 

主として、BMWの新しいETAエンジンによって 

成し遂げられたものですこのエンジンは、これ 

までの6気筒エンジンより回転数をやや低め 

設定しC、燃費の節減を図っていますとはいって 

も、日常走行でもっとも頻繁に使われる回輋云域 

では、これまでにな〈強大なトルクを発生します 

この結果、BMW528eは、0100km hを10.8秒 

で走り切るというすぐれた俊敏性をそなえていま 

すまたETAエンジンは、効率の良さをより確か 

なものにするために、BMWのもうひとつの技術 

的な成果であるデジタルモーターエレクL9 

三ネス(DME)を組み込んでいますこれは混合 

気の最適なバランスを感知して、最適なタイ 

ミングで点火するよう制御する装置ですDMt 



東洋一流書家が精魂こめて一点ずつ •現品先渡し 
直筆した豪華軸装掛軸名作撰。 
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LI20の説明忍 
「諛み方」知足、常に楽しく、能く忍べば、おのず 

から、安んず。 
「1RJ 足るを知り，分に安んじ•欲&らねば’業に楽しく • 

-く酎え忍ぶ事ができる"故にお5に•仲よく •安らかに過ご 
事ができる， 
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L—22の説明 
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すいせんのことば 

「故きを葱ねて新しきを知るとは 
孔子の言て®る」。我0日本人か?S 

先よ0承けついだ§のに*IT 
年時代よ0至大なる影薄をうけて 

XC。こnらは彦さに天下の_ 
てあ0'現代に於ても_教§や 

人生教31のよすかとすることは、 
誠に#爵ぁる_と思ぅ"この有® 
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r I，おて L IM *.户•一」Aつ 

=:落ね啼寐満天 二そ L •今 r r* •へ L 
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»橋夜泊 
こ r.*-r，xvf .t».r ふん！.••.，.いT 

江瓶漁火對愁眠 
や.:んめ1-^せ' •.、せん1;:•い••る 

夜半MS到客船 

LI24の説明 
盛年不重來 

及時^'妙励 

a;',学 
一：！：難#;;:^ 

. 

歲个:hf.f人 
出典は「_涊明」の特でぁる>£=^3.<1, 

ることはない。故に八-=::ハべ，を“幼： 
のamである。簡;:して要をけたる-^<1- 

•川の水の如，、"sris 
，すごすべき-:*あるレ- 

一 ft J/) 旖である*' 

L—26百福図のご案内 
#福を招く掛袖と評判を 

いただいています 
I九 I 五年生#;J-^r)()c^ その xllv.1:^^Jtt.5£ 

は.kIf^!:L よく^わUており.Iw^^*か-:•ある 
-=二〇卜.^乃ItMをよ'、ナる 

■商：：ml到rr後5n以内は，返 
品•交換は自由です。 

■本褂铀は肉^作品のため、 
"i物によりーヶ=1:位ご炳f 

願ぅことがあリますのでご 
iM承下さい。 

企画 
株式会社三宝堂 

東京都 
屮央K銀^4 丁 noc の 

(〇 3 一 5 6 7 4 4 3 8(ft) 

■こi.^.文は、霣話かハガキで 



掛軸申込書 

〒□□□-□口 
申込日 年 月 

市外局番 局番 番 号 

電‘言古 
フリガナ 

あなたのご住所 

フリガナ クラブ名 おとし 

あなたのお名前 ^ 

No. 品 名 数M 単 価 金 額 

■SB ■ MHHHQ 
62,000円 BHHB 
38,000円 

L-23 M梳夜泊 39,800円 

L-24 勧学 39,800円 

L -26 百福図 39,800円 

<«の招介 
漢民(一九三|〜)«剣桉と：：ヮし， 

维1+:なる^^—H.る人をして-^の 
みなぎリを党えしめるItll%は，こ 

の入だけの侍味であリ，彼を椹ぅ 
入々の多いことは故なしとしない。 

作来である。IrltMを作nとする。 

面家の紹介 
省三(I九二0年生)3統的氓栓を 

ill及しつづけている山水！：の人7: 
である。•;«(>にしてiff.人。,;.Ifから 

受けた感觔を兄杉に！：Ifliに描き出 
すそのF法と！：祗はW原(I-Jに^(A 

されている2:ヶ屮山火*7:芡術れ>。 

※右記に〇をつけて下さい。 •一括払•分割払 



11111 嬲 III 

差出有効期間 
昭和58年1月 

24日まで 

郵便はがき 

10 4 

東京都中央区 

銀座四丁目八番四号 

三原ビル 

1§兰空1壹行 

■お支払方法 いずれかに〇印をつけて下さい。 

(東京5-31828)(振込用級お送りします。) 
(銀行名〇でお囲い下さい。） 
第一勧業銀行 東海銀行 
銀座通支店 銀座支店 
当座預金 当座預金 

(1) 

⑵ 
(3) 

代金引換郵便 

郵便振替 

銀行振込 
富士銀行 
銀座支店 
4座预今 
クレジットカーに古私 <〇をつけて下さい。拆兮 ノ ノノ「ガ「又すム！及びィf効期限を入れて下さぃ 

U.C •ダイナースカード 

住友銀; 

銀座支) 

当座預: 

リオンカード* JCB •住友力一] 

会只番号 

有効期限 

、切手を貼らずに 
ベお出し下さい 



4 ^ 
炙私論I〕 

須崎義弘 
(愛知県•尾張旭3 

☆投稿を歓迎します。☆原則とし 

て四百字詰原稿用紙四枚以内でお 
願いします。☆なるべく記事に関 

係のある写真を添付して下さい。 

☆住所•氏名、クラブ名、職業、 

年齢を明記して下さい。☆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 

ので、あらかじめコピ—をお願い 

します。☆ご家族の方の投稿も歓 
迎します。 

ヌンチャク. 

ヌンチャクとは、二本の棒を鉄く 

さりでつないだ中国の護身具である。 

東洋東南アジア•フォIラ厶に參 

加と言ったら、クラブ会計の^丁が 

息子のサトル君のためにヌンチャク 

を買って来て、と五千円を差し出し、 
浅ましい私は金を受け取ってしまっ 

てから,\後悔した。 . 

香港に着いた次の朝、九竜オース 

桜岡孝治 
-(千葉県.鎌ヶ谷3)- 

チン路のスポーッ用品店の扉を排し、 

ゴルフクラブやスキユーバダィブの 

用具がきらびやかな店内で、女店員 

にヌンチャクはないかと聞き、ブル 

—ス•リーのよぅな奇声を発した。 

変な客に飛び込まれ、奥から紺のブ 
レザーを着たマネージヤーが現れ、 

「そんなものは古い中国のもので、 

今は危険で製造されていない」 

と、鼻の先であしらわれた。 

ネィザン路を歩きながら、また私 

は後悔のほぞをかんだ。 

昨春、家内とシンガボール旅行の 
際、やはりサトル君に南方産のヘラ 

クレスカブト虫を捕って来てと頼ま 

れて、宿舎の中庭のプルメリアの樹 

の穴などに蜂蜜を塗っては、毎晩、 

懐中電灯で照らして回り、ガードマ 
ンやタクシー運転手たちに、変な日 

本人と見られた。清潔な都、シンガ 

ポールでは落葉が積もった地面がな 

く、甲虫類を市内で見付けられなか 

った。昼間は 一};ン以上ある虎蟻が蜜 
のまわりを動き回り、夜は樹の肌に 

真黒な小さな蟻が蜻集していた。私 

には、小さな黒蟻のほぅが虎蟻ょり 

も強いょぅに思えた。ベトナム戦争 

のことが根にあったのかも知れない。 
サトル君のお土産には、タランチ 

ユラ蜘蛛とバィオリン虫の入った昆 

虫標本を持って帰った。サトル君は 

夏休みの宿題として、タランチユラ 

蜘蛛を中心に採集標本を作り、二学 

期に出したら、金賞を得た。先生に、 

「T君、先生も初めて見た蜘蛛が何 
種類もありました。立派な宿題です 

ネ」 

と批評に書かれ、子煩悩な??丁は 

私にそれを見せた。 . 

信用されるといぅことは負の姿勢 

である。だが、スポーッ用品店の現 

代中国人の支配人に対する反発もあ 

り、草の根を分けてもヌンチャクを 

探そぅと思った私は、香港観光協会 

発行の買物案内を一頁一行ずつ丹念 

にたどって、ついに探し当てた。我 

ながらあっぱれ執拗な男である。 

そこは、香港湾仔荘士敦道一八 

八号八樓C産の功夫用品服務公司。 

十二月四日、クィンエリザベス• 

スタジアムでの開会式の後、地図を 

片手に歩いて、ジョンストン路一八 

八号のドアから中二階へ上り、ガタ 

ガタの四人乗りエレべ一夕に乗った。 

その速度は遅く、私は今、炭坑から 
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お仏壇•仏具はやっぱり京都 
伝統工芸•京仏壞•京仏具 

賴に礼拝 

夕に感謝 

カタaグ_1 

本社京都市下京区七条通新■!東入 
電話京《(075)371—3131«)〜8 •年中無休 

東京店東京都千代田区神田小川■!交羞点角 
電話(03) 295 - 8 4 8 8(代表）•水W定休 

京都ライオンズクラブ会貝若林正博 

_若林 

掘り出されたボタ石になったような 

気がしているうちに、八階に着いた。 

廊下に面して扉が四つ、私の嗅覚 
でどれかが直感された。倉庫を兼ね 

たような事務所には、キビキビした 
若者たちが居り、壁ぎわには項羽や 

張飛が振り回したような青竜刀や、 

片鎌に赤い房をつけた短槍が立て掛 

けられていた。 
遠い日本からはるばるヌンチャク 

を求めて来た、ホラ、そこのブル— 

ス•リ—が使ったやつ、と私は傍の 

ポスタ—を指さした。取り出された 

ものは木綿のひもでつないだものな 

ので、私はまた、ポスタ—の人物が 

使った鉄のくさりのやつはないのか 
と言うと、それは特注品で二日かか 

る、と答える。六日には日本へ発つ 

ので、明日の夕方までに頼むと言っ 

て、次の夕方、また私はボタ石の心 

境になる過程を経て、二組のヌンチ 

ャクを手に入れ、成田へ飛ぶ。 

銃砲刀剣類にうるさい成田空港で 
もし咎められたら、スコッチのびん 

つてエルメスのネクタイだつて、 

その気になれば凶器だと、理論闘争 

をする意気込みがあっさり通関、?? 

Tは帰国翌日、受け取りに来た。 

数年前、急死してビクトリアピー 

クの辺りにさまよぅブルース•リ— 

の魂に助けられ、今回はぅまくいつ 

たが、次回サトル君にまた何か注文 

_^夕張の炭鉱事故で 

夕張南高校で教鞭をとっていた息 

子が、去年の春退職してィタリアに 

渡り、彫刻の勉強をやり直している。 

いつものんびりした手紙が、生きて 

いることの証のごとく到着していた 

が、夕張の炭鉱事故をィタリアの二 
ュースで知り、無念さの激情を込め 

た手紙をたたきつけてきた。 

「(略)……戦友会でお父さんが京 

都に行っているので、久しぶりにの 
んびりしてこの手紙を書いていると 

いぅお母さんからの便りを十一月三 

日に受け取りました。相変わらず平 
和？で何よりです。夕張の事故はイ 

タリアでも全国的に大きく報道され 

ました。札幌に住み、石油で生活し、 

炭鉱を肌で感じないお母さんにして 

されそうな、イヤな予感がする。 

「頼むから何か頼まないでよ」 

と、??Tにきつく言うのを忘れた。 

(著述業.67歳) 

安部成志 
——一(北海道.札幌ォーロラ1)- 

みれば、可哀そぅで済むかもしれま 

せんが、僕はそこで二年間生活し、 

大勢の人たちと知り合い、酒を酌み 
交わし、そこで働く人たちの子ども 

の面倒をみてきたのですよ。可哀そ 

ぅで済むと思いますか。とてもじや 

ないけど、そんな気持ちではありま 

せん。友人が新聞を送ってくれ、彼 

の父は無事でしたが、近所の人が二 

人亡くなっています。僕はその記事 

を読み、写真をみては泣きましたよ。 

今、手紙を書きながら、哀れで悲し 

くて泣けてきます。その辺りのこと 
をもう少し理解してくれたら、死亡 

した方々の新聞記事ぐらい送つてく 

れてもよさそうなものと思います。 

イタリアでじたばたしてもどうにも 

なりませんが、一家の働き手を失い、 

灯の消えたような家庭の中に僕の生 

徒がいるかも知れないのですよ。教 

師であったということは、その子に 

してみれば一生樸は教師なんです。 

教師というものはたとえ辞めたとし 

ても、その子にとっては変わらない 

気持ちを持ち続けているものと信じ 
ております。なにかの力になってや 

れるかも知れないと、僕もそのきづ 

なを信じております。.(略)」 

息子の手紙は、鞭で打たれる思い 

であった。ひとっ走りの距離におり 

ながら、うかつにもお見舞いもせず、 
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Mフイ 
グリーンカード対策としての 
海外不動産への投資条件 

1. 安全でなければならない。 
アメリカは世界で敁も政怡が安定しておリ 
投資光としては似適です。 

2. 税法上有利でなければならない0 
アメリカでは，不勒晚に賦課される悦金は| 
口本とは比較にならないほど安く、税率も 
低い。アメリカ不觔廢取仉の讪大のメリッ 
卜です。 

3. 5年で2倍にならなければならない。 
当社でご斡旋した物件の中には、处近1年| 
有余で2仿以上に地価が上していると 
ろもあります。 
ホノルルのコンドミニアム.住宅地は価格1 

的に束京を上IhJるほどで殆んど上限の慼が 
あリます。 

4. 完全所有権でなければならない。 
ホノルルのコンドミニアム•住电地の殆ん 
どはリースです。当社の取扱物作は、すべ| 
て完全所冇権です。 

5. 政府公Kの土地でなければならない。 
汽社はハワイ州政府公涊の分«地だけを’ご 
斡旋しております。 

|ハワイ州政府公認| 

高級住宅地 
450萬ょり 

1区画4,047ゴ（1,224坪） 
限定10区画 

•所在地/ハワイ州ハワイ郡ブナ 
地区ケアアウ•位置/ヒロ国際空 
港（ヒロ市}から車で10分•地目/ 
住宅地♦設備/電気•電話は分譲 
地内または入口まで架設ずみ•土 
地権利/完全所有権(相続•譲渡自 
由）土地はすべてハワイ州土地裁 
判所の保証付 

★ローンでもご購入になれます。 
(お支払方法ご相談下さい） 

-ご購入者の特典- 

① ハワイ往彳U航空券（1名様)を無料附M。 

② 家族ぐるみ交通慯菩保険(大正海上火災保 
険と提携)を当社ft扭で1年間付保。 

③ ワイキキビーチブレス（ハワイの日本人向 
け新閒•隔週発行）を1年間無料送里。 

★ ロサンゼルス近郊の土地も取扱って 
おります0ご照会下さい。 

お問合せ（0424)85-843い83-9760 
海外不動産自由化と共に10年の次:M 

有限 
ネ土 _ 

宅地建物取引主任者 
亍182東京都調布郵便局私杏筘36号 
東京都調布市国領町3 丁目8-15-1-1001 

海外不動産センター 

ご購入に 

■yf理まで 
k㊃ご躏入にRしては、申«手«、登記から別荘地の| 

k 管理まで一切資任をもっておこないます。 
辟しい資料をご箱免の方は、ハガキに資 
求办を貼り、伐所•氏名，年令、職業をご 
妃人の上、ごw求くだi 

安否をたしかめもせず、いたずらに 

杞憂するのみであった愚かさが恥ず 
かしくなつてくる。 

いまもなお地底にねむる方々の家 

族の心中を察すると、人が人に対す 

る思いやりというものがいかに大切 

心身障害児を対象にした「ふくい 

おもちゃ図書館」が三月十四日、福 

井市民福祉会館二階にオープンした。 

子どもにとっておもちやは最高の 

宝物であるが、特に乳幼児•障害の 

であるか、その身になって考え行動 

することが、ライオンズに籍をおく 

者の基本精神であったはずだったこ 

とを、つくづく思い知つた異国から 

の便りであった。 

(ゴルフ場.54歳) 

ある子どもにとつては生きがいにな 

つている。このおもちゃ図書館のね 

らいは、家に閉じこもりがちなハン 

デイキヤップを持つ子どもに合った 

おもちやを貸し出し、おもちやを通 

して情操を養い、機能回復に役立て 

よぅといぅものである。積み木やぬ 

いぐるみ、組み立てパズル、乗り物 

など、約百五十万円をかけて国内は 

じめデンマークや西ドィツなどから 

集めた三〇九点、一八〇種のおもち 

ゃがそろえられている。 

この日午前九時半から開館式が行 

われた。福井市の福祉部長、福祉課 

長、社会福祉協議会長、当クラブ櫛 

谷亮栄会長、六3'J5地区p R委員の?? 

桑名貢も敦賀から参加され、午前十 

時から利用者に開放された。 

この日、東京から招いたおもちゃ 

コンサルタント•小林るつ子さんら 

のアドバイスを受けながら、ボラン 

ティアの方々と一緒に、子どもたち 
はおもちやを手にとつて動かしたり、 

手の不自由な子は足で操作するなど、 

楽しいメルヘンの世界を広げた。中 

には今まで一度も口をきけなかった 

子が、びっくり箱のネジを卷いてい 

たところ、突然ふたが開いて人形が 

飛び出し、驚いて声を出すという出 

来事があった。そばで見守っていた 

母親も「この子はもう声が出ないも 

のと思つていました」とうれし泣き0 

また一方では親同士の交流もあった。 

この図書館は福井市と市社協•ボ 

ラy-ティアグループで今後運営され、 

毎月第一水曜、第三日曜日の午後一 
時から三時まで開館し、おもちゃを 

無料で貸し出すことになつた。手の 

不自由な小学二年の息子のために組 

み立て式の汽車を借りた母親は、 

「家で息子とゆっくり遊びます。同 

.障害児らの心を開く「ふくいおもちゃ図書館」才—プン_ 

この子が初めて声を出しました/ 

中山慶三 
---(福井葵r). 
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『原色根付図譜』 

著者吉原 寛 
(福岡県•大川中央n 

発行㈱西図協出版 
场810福岡市中央区白金2-4-2 

®092-531-2812 

定価5,000円 
規格80X110S 240r 

根付〈ねつけ〉——この小さな細工 

物。印籠、薬籠、巾着など携帯する場 

合に、帯に手挾み、紛失防止に使用さ 

れた小さな止め具である根付。明治以 

降の洋式服飾文化への移行のなかで、 

次第に姿を消してしまつたこの根付。 

今日では根付と言っても若い人には何 

のことか知らない人が多いであろう。 

日本人の美意識のひとつに「粋」と 

じ障害を持つ子のお母さんと互いに 

助け合うことを約束しました」 

と喜んで帰って行った。 

この「ふくいおもちゃ図書館」が 

障#inのある子どもたちのメルヘンの 

星になるよぅ、祈らずにはいられな 

かった。 

これに先だち三月十二日より一週 

間、当クラブ主催で「豊かな遊びを 

ひろげるおもちゃ展」をだるまや西 

武百貨店で開催した。同展には「ふ 

くいおもちや図書館」に当クラブか 

ら寄贈されるおもちやが展示され、 

終日大混雑を呈した。 

また、三月十三日、市商工会館大,,,mi 

ホールに、日ごろ乳幼児•障害児の 

指導•教育に当たっている保母、幼1111111111 

稚園教諭、養護学校教諭をはじめ 一 ★ 

般の母親ら百名あまりの參加を得て、*^ 

小林るつ子さんを講師に迎えての |一 

「子どもの成長期におけるおもちゃ•★ 

の重要性」と題するセミナ—が開催 酬 

さs。 I 

「子どもにとつておもちゃとは何で 

しょう？真剣に大人たちは考えた 

ことがあるでしようか」 

と問いかけ、乳幼児、障害児と親 酬 

および保育者とのかかわりあいの大 则 

切さを、一時間三十分にわたって話 1 

しかけた。講演のあとの質疑応答も 

活発に行われ、大成功であった。 

このようなユニークで耳新しいア 

クテイビテイを実施することができ 

たのも、昨年十月、当クラブが勧進 1 

元になって開催した「チャリテイ大 

相撲福井場所」で、市民の方々のご 

協力によって多額の純益を出すこと 
ができたお陰と感謝している。今後 _ 

も各地のライオンズクラブが、この 
おもちゃ図書館の開設に力を注いで 

下さることを願つている。 

(織物用紋紙原紙製造.43歳) _ 

いう言葉があるが、我々の祖先たちは 

こうしたほんの小さな止め具にさえ彫 

刻をほどこしてオシャレを楽しんだ。 

それらは今日のオシキセ大量生産のも 

のでなく、独自のアィデアで、他人の 

物とは一味違った工夫をこらす、日本 

人の美に対する自由さ、したたかさに、 

改めて感心させられるのである。 

前置きはともかく、今回刊行された 

この書を一黃すると、そのようなこと 

が、つくづくと納得される。この書に 

収められた根付の数々は、^吉原が三 

十数年にわたって収集した数百点のな 

かから良いもののみを厳選し、図録と 

して掲載した。木•象牙•陶•金属• 

ガラス•骨•珊瑚•玻拍•石•堆朱 

……等々多種の素材、そして人物をは 

じめ自然界のあらゆるものをモチ—フ 

とした小民芸作品。収録点数一七—*.点、 

才—ルカラー版で、しかも一頁一点、 

ほぼ原寸で紹介している心遣いもうれ 

しぃ。 

また、この根付の性格上(小品)、• 

これを豆本として刊行したアィデアは 

心憎いばかりである。豆本収集家にと 

っても、ぜひ一冊手に入れたいところ 

であろう。 
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濃縮胚芽油 Q.ME•ゴ-ルド 
I 粒中 A=I20粒5,800円 B=240粒9,800円 

100巧含 C=450粒 15,800円 

便利な通信販売でお求めになれます 
•ハガキに下記の要領でどうぞ 

•お急ぎの方は03 (587)0414 
❿お支払いは现品到葙後にお射(いします。 
送料は無料です。mし、商品也送料はごmiiwiいます。 

製造•発売元^>(株)ジ_ード： 

「ビタ///ンE」の人気の秘密はこれだ/ 

※a•卜nEゴ—ルドは 
米国最大大手メ—力— 

によつて胚芽油を濃縮 
(分子蒸留)したものです 

•現代の若返りの秘密ビタミンE 

米国に始まりいまやわが国でも話 
題集中の「ビタミンEJ。もともと 

生殖機能や性ホルモンに関係ある 
成分として研究されてきたが、最 

近「ビタミンEJには抗酸化と酸素 
保有の体内作用があり、これが健 

康苷理に大いに役立つことが明ら 
かになつてブームを呼んでいる。 

•1日looragのビタミンE摂取を/ 
米国政^食品薬品局の発表では大 

人の一日の必要Mはloomgとされ、 

これは小麦胚芽ならコップ3杯、 

玄米ご飯なら茶碗38杯分にあたり、 
毎日食べ続けるのはムリといぅも 

の。そこで「ビタミンEJを多く含 
む小麦胚芽油を濃縮して大人一日 

loomgの摂取を容易にしました。 
•価格でも人気のa•トコEゴ—ルド 

「a •卜nEゴ—ルド」は品質の良 
さと手頃な価格で愛用者を増して 

います。老若男女の別なく栄養補 

助食,V.としてH常の健谈管理にお 
役立てください。 

•愛用者の声をお届けします 
⑩朝の目觉めもスツキリとなリ、 

ダルさもなく仕事への意欲とフ 
アィトが満々です。 

束京都•内田純.46歳 
#毎日2粒ずつ愛用してい享が、 

若返えつたような気分です。力 
プセル状で携行にも便利ですね。 

広岛市•岩田俊夫.65歳 

@柬京都港区六本木 
回3の2の21六本木 

0スカイハイツSOI号 

囝 
㈱ダイナミック 

ブロモーシヨン 
し系 

住所(亍) 
氏名@ 

0 LC名 
AかBかCを 個 

価格 円 

小林茂元ガバナーをしのびて 

「華の香は風にさからいては行かず、 
されど善き人の香は風にさからい 

つつも行く、善き士のちからはす 

ベての方に薰る」 

これは小林元ガバナーの遺影の下 

に書かれている法句経です。私は小 

林ガバナーのもとで地区会計として 

一年有余、直接身近でご指導頂きま 

した関係上、この法句経の精神がそ 

のままガバナーの姿であると、強く 

心を打たれます。 

渡辺孝信 
-(長崎^). 

先生は昭和三十二年、諫早大水害 

が奇しき縁となって、日本で五七番 

目、九州で四番目、長崎県で最初の 

ラィオンズクラブである長崎7■?のチ 

ヤータ— •メンバーとして、その創 

立に參加されました。引き続き第三 

代会長としてラィオニズ厶の実践に 

献身的な努力を捧げ、一九六七年メ 

ンバーの強い要望のもとに|-界三 

地区ガバナーに就任され、地区ラィ 

オンズクラブの発展に尽力されたこ- 

とはご存じの通りです。 当然その功 

績に対して、ガバナー百^賞ほか 

数々のアワ—ドを受賞され、名実共 

に優れた偉大な指導者としての小林 

元ガバナIの風格が、ここに深くし 
のばれます。 

先生が学生時代はテニスの選手と 

して、今で言う国体に出場され、青 

春の血をわかした話など、折にふれ 

よく拝聴しました。また才—トバイ 

の免許の取得は長崎県第一号で、さ 

らに自動車は英国製オースチンを愛 
用されるなど、先生の時代感覚の素 

晴らしさには感心しました。 

お仕事の面では、医者としてその 
生涯を通じて人類愛に奉仕され、 

「ぜひ先生の診察を」と請われる患 

者さんも多かったとの話などをお聞 

きすると、先生の在りし日の慈父の 

よぅな温かいまなざし、温厚篤実な 

お人柄が改めてしのばれる次第です。 
私は、小林ガバナIの公式訪問、 

キャビネット会議、ガバナ—ス会議 

等の強行スケジュールにお伴して、 

お部屋をご一緒したことも度々あり 

ました。いびきにかけては天下にひ 

けをとらない私も、先生の豪快ない 

びきの前には全く歯がたたなかった 

こと、会議場での時折のほほ笑まし 
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♦ 
注^1外 第V次販売現地(昭和57年 

第丨次分讓価格 

615万円〜1,358万円 
I区画面積 43.85坪〜108.36坪 
所在地千葉県長生郡白子町日当字貝売淵639他 

千葉県茂原市清水字古川2186の丨他 

交通国鉄「大網駅」または「茂原駅」より小•凑鉄遒 

路線パス20分千沢または剃金高下車徒歩M分 

暴お問合せ•お申込は 

ライオンズ係 a(03)342-5176 
売主•事業主建設大臣免許(5)第710号 

日誠総業株式合社 
〒160柬京都新宿区西新宿丨一21 _1明宝ビル 

第i 
の 
で詳 
お' し；Tい 
気い次と 

に料方な 
ごを讓ぉ 
請ごfさ 
求用=れ 

B 

意 
し 
て 
お 
u 
ま 
す 

て 

九 
区 
画 

わが町、わが家 

将来もっと近づく九十九里 

砂浜が近い 
•野菜や海の幸が新鮮で安い 

•東京にも近くまだ土地代が安い 
といつたIrliから、八，これだ(t将米 

性(:ffiみ^備が祭備されたh地は他 

•テニス•ゴルフ.果樹園•お花畑等近くに施設が多い 

第2の湘南づくり(:ln](tて開発したっわが町儿十九吧^:子町分^地」® 

辺は1^鉄外®線の複線化•^-逭外/;;“科逍路の迚没$、=党ましぃ交通網 
の^備により.y-Hffiraのt!-:{'t:地として発Mをつづ(tています。そして、あ 

らゆる而から80年代は儿十九#の時代といわれています。 

•急ピッチで進む交通網の整備 •保養住宅地として、すでに長い歴史 

がある •黒潮の影響でI年中温暖 •レ-Vヤー•散歩コースとしての 

第I次 
分讓価格 七〇〇万円台中心(約§坪) 

いま九十九里の自然を生かした 
第2の湘南づくりに向けて第一次分譲開始 

い光景などが思い出されて、「善き 

土のちからはすべての方に薫る」と 

いう先生の琴線に触れた感じで、懐 

かしさでいつぱいです。 

先生/先生はここに八十有余年 

の、まさに天寿を全うされ、従容と 

して不帰の旅に立たれました。私共 

は先生が残された尊い遺志をそのま 

ま受け継ぎ、未来への飛躍を誓いま 

す。先生の安らかなご冥福をお祈り 

して追悼の辞とします。 

(食肉卸小売業.58歳) 

，故^五十嵐真作をしのぶ. 

桜井芳邦 
-(新潟打，)I 

昭和五十七年一月二十三日、私た 

ちが最も尊敬し、私淑していた333丨 

A地区元ガバナー"五十嵐真作は、 

ついに帰らざる人となられた。 

口五十嵐は東京帝国大学を卒業後、 

内務省に入省、旧満州国政府の要請 

を受け、その建国に尽力され、戦後 

は新潟県土木部長として一時は五十 
嵐県政とまで言われるほどの敏腕を 

振るわれ、奥只見•三面の電源開発 

では政府、隣接県、電力会社を相手 

に厳しい折衝の末、今日の新潟県の 

電力源を確保された。請われて新潟 

市助役として就任直後、新潟大火、 

新潟地震に直面し、日夜寝食を忘れ 

復興に努められたのが、今の近代都 

市•新潟になっている。J?五十嵐の 

身辺には常に国土建設があり、地盤 

沈下の研究では博士号も得ておられ 

る。その功を認められ、勲三等瑞宝 

章を授与されたのは七年前であった。 

新潟市助役時代に、日本で二十四 

番目に結成された新潟rに入会、そ 
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香港で開催された東洋東南アジア•フ 
ォーラム参加を機会に、香港に最も近い 
中国•広東省深圳市の同市立財貿幼児園 
の園児400名におもちゃの贈呈を行った。 
国境を越えて、深圳市に入る時、税関で 
ちょっとしたトラブルがあった。「この 
ような大量のおもちゃは贈呈用品とは認 
めない、一般商品として課税する」と言 
うのである。そこで帰りに税関で贈呈式 
を行うことにし、同幼児園を訪問した。 
幼児園では園児たちの歌やお遊戯の歓迎 
を受けた。帰路、先生3人と代表の園児 
10名が税関に来てくれて、一■人一'人にお 
もちゃを手渡した。 （東京有楽町P) 

はアイボリー。（•在池別売） 

■姉妹品 
ニューテレボン 5,000円 

(記入件数420件：主に屯詁番号用） 

データックス30型 12,000円 
(記入件数1,440件） 

(送料400円〜1,200円） 

御注文•お問い合わせは電話かハガキで 

■代金後払いで郵送します。 
■御注文は住所、電話番号、御名前を 
御明記下さい。 

(有)神栄商会L 5係 
〒1丨1東京浅草郵便局私窨箱51 

〇 03(86l)0204(ft) 

の後二十余年間にクラブ会長、デビ 

ユティ•ガバナー等を歴任、一九七 

六年推されて333-<:地&ガバナーに 

就任された。私は事業の関係で、公 

私共々お世話になっていたが、J?五 

十嵐が私を地区幹事に任命されたの 

にはいささか驚いた。再々の辞退に 

もかかわらず、強引さに負けて、前 

後を含め一年半をキャビネットで過 

ごすことになつたが、この間に^五 

十嵐の本当の人となりを知ることが 

できたのは、誠に幸せであった。 

t 

買い物が好きで、特に甘い物には 

目がなく、恐らく新潟•群馬のマン 

ジユゥはすべての種類が^五十嵐の 

胃袋に入ったものと思われる。身体 

に悪いと注意しても、 

「君ィ、大丈夫だよ、僕は死にはせ 

んよ」 

と言いながら、もう一個を口の中 

に納めてしまうぼど。確かにガバナ 

Iになられてからむしろ、健康その 

ものになられたようであった。 

n五十嵐は確固たる信念を持ち、 

また仕事も非常に能率的にやられ、 
キャビネットではむしろ役員が追い 

まくられる状態であつた。口の悪い 

我々のやりとりなども、些細なこと 

は笑って黙認されていたが、ガバナ 
—方針からかけ離れた討論では幾度 

か雷を落とされ、我々もしかられな 

がら「さすがに元土木部長」と感心 

していた。 • 

十二月三日のクラブ例会でお会い 

した時はお元気で、 
「元のキャビネットの連中で久し振 

りに亡年会でもやろぅかね」 

と言っ•ておられたのが、元幹事の 

私に話された最後の言葉であった。 

今は亡き^五十嵐真作をしのぶに 

は、あまりにも偉大であり、誌面に 

は言い表せない。しかし我々の心の 

中には、永遠に??五十嵐の業績と面 

影は残っている。 

??五十嵐よ、安らかにお眠り下さ 

い。あなたの志は残されたラィオン 

全員が必ず継いで參ります。 
(学校経営.49歳) 
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:緑化—平和の種まき： 

•ライオンズの森 

いつの日か桜の園 
阿部基樹 

(北海道•I.H占小牧ri鳥r) 

苫小牧市は、樽前山噴火による火 

山灰と、湿原が至るところに点在す 

るやせた土地のため、明治の末ごろ 

から、王子製紙工場を中心に工業の 
町として発展してきた。昭和三十八 

年、我が国で初めての掘り込み式人 

.エ港が建設され、臨海部に企業立地 

が相次ぎ、それに伴って人口が急速 

に増大、成長し統けている新興都市 

である。樹木の少ない殺風景な土地 

を、何とか潤いのある住みよい街に 

しようと、十年ほど前から市民総ぐ 

るみの自然保護、緑化運動が展開さ 

れてきた。 

ライオンズクラブも現在、苫小牧、 

苫小牧中央、苫小牧白鳥の三クラブ 

があるが、それぞれ独自に松やつつ 

じ、梅などを何度か植樹した。しか 

し個々のアクティビティには金額、 

規模などの面で限界があり、合同で 

行えばより効果的ではないかと、三 

クラブの会長、幹事、環境委員長ら 

が集まって、合同事業運営連絡会議 

を開いた。その結果、ライオンズ桜 
公園として、五力年計画でエゾヤマ 

ザクラの苗木を植えることになった。 

苫小牧市に植樹の場所、管理など 

の協力を依頼したところ、快諾を得 

て市水道部所有の取水場および配水 

池囲地内の三力所を借用することが 

できた。完成の暁には、毎年、桜の 

季節に市民に開放するということで、 

昭和五十四年五月に第一回の植樹を 

実施した。費用はークラブニ十五万 

円、合計七十五万円で、エゾャマザ 

クラ苗木七十本を取水場に植えた。 

この費用には、添え木、客土の分も 

含まれている。 

翌年五月の第二回目には、苫小牧 

rlの??山口俊丸のご尽力で、市の助 

成金百万円を受け、クラブの費用と 

合^9せて二百二十本の桜を、配水池 

周辺に植えた。第三回目は昨年五月 

再び取水場に百十本を植樹した。 
いずれも各クラブから多数參加す 

るよう、移動例会の形をとつて、午 

前十時半、市営バスをチャータ1し 

て現地に向かう。到着後、すぐ作業 

に取りかかり、市職員、「まちを緑 

にする会」の会員な 

ど多数の協力で、全 

員がスコップや木づ > 

ち、バケツを手に小 

一時間汗を流したあ 
と、晴天ならばその 

場で国旗、ライオン 

旗、ゴング等をセツ 
卜して、三クラブ合 

同の例会を行う。その後ホテルニュ 

1王子特製の幕の内弁当と缶ビール、 
ジュースで昼食をとったが、草の上 

に腰を下ろして、<-7植えた桜を眺め 

ながらの食事は格別であった。 

今年も五月に第四回目の植樹を行 

うが、当番クラブ(毎年交替)によ 

って準備が進められている。来年で 

一応当初の計画が完了するが、その 

後については様子を見ながら、さら 

に継続してゆくかどうか、検討され 

ることになろう。何分、土壌が弱い 

ため、五年や十年で立派な木になる 

ことは期待できないが、二十年、三十 

年先には、今まで植えてきた木がし 

つかりと根を張って、毎年春になる 

と枝いっぱいに咲き乱れる桜の森に 
なるよう、今後も努力してゆきたい。 

i気エ亊.41歳) 
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自分の著書をもつ^^ 
Do IT/、ズバリ「自か 

ら心をこめてつくる」気持ち 

が、今や本づくりにも大切で 

す。誰にでも他人に語りたい 
ことがある、見せたいものが 

ある。その文章や絵を、写真 
をアルバムにはるよぅに、楽 

しく本にしていく。価値ある 
本づくりは、現代最高の知的 

レジャーです。•旅行記•遺 

稿追悼集•記念出版•アルバ 

ム•詩•和歌•俳句•随筆. 

論文•創作•会報誌など、新 
しい自費出版方式「ドウ•ィ 

ット出版」なら容易にとこと 
ん納得のいく本づくりができ 

ます。 

る 
あ 

値 
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め 

こ 
を 

、レ 

長年保存してあつた資料をもとに 

芮雛にあふれた出来fまとめた。 

喜寿記念上梓 
「五羽の雀」 

佐々木有三著 判295頁K製 

野澤一郎追悼誌 
「ともえ」 

巴_エ所編B 5判108頁並製 

ダィヤモンドトラストの発明など 

我が国建設業界及び郷土栃木に一 

大功緖を残された一郎翁の追悼。 

わが家の家史 
「温故知新」 

河村昌I著B5判46頁並製 

家系を明らかにし、先祖の思い出 

を記録にとどめた毛筆の手作り書。 

自叙伝 
「満鉄に生涯を捧げて」 

関谷祥治著B 6判118頁並製 

絵画(ヵラ—)、自伝抄、論説、恩寵 

の証、作品、隨筆、旅の思い出など。 

「盲点を突く私の国語教室」 
森田穣二著B6判252頁並製 

都立戸山高校教論、実践から生ま 

れた生陡への熱いメッセージ。 

句集 
「iII」 
島田守|著86判178頁上製 

月に下車して1£.||姿橋渡るなり 

••几IIの粕もしき言初日記 

遺稿集 
「未来への讃歌」 

平松里佳子著A 5判165頁上製 
短くとも充実した人生をおくり、 

なお未来に夢と希望をたくして歌 

いつづけた少女のi集。 
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馨商品番号 
•商品名 

♦〒住所 
(フリガナ〉 

籲氏名 @ 
(フリガナ） 

籲年令 
*電話番号 

ハガキでのご注文は 

東京03(671)2500 
大阪06(773)2500 
名古屋052(563)2200 
横浜045(251)2500 
札幌011(271)2200 
福岡092(281)2500 
仙台0222(66)2500 
(ご注文#用）ダイヤルは正確にお«し下さい， 
年中無休•午前9時〜午後9時 

ハガキに下図のように害き、ご} 
印の上ポストへお入れ下さい。 

まず7日間無料でお試し下さい 
良いものを見て、試して、しかも分割アト払い/ 

參製品はご注文受付後2週間前後でお届け，お支払いは商品到着後7日 
以内で結構です。万一気に入らない時は10日以内なら返品もできます。 
(返送料のみお客様ご負担でお願いします。〉 

♦注文以外のお問い合せは…003(673〉2101へ0 
※カラー版新製品情報眛急送ご希望の方は「情報誌送れjと紙に普き、 

300円（〒共）分の切手を同封してお送り下さい。 

H二光通販株式会社 
東京都江戸川区北小岩2 — 21—19 

丨，VITAレ， 
Cとピノ 

二。 

1場=l80カプセル 
まず7日間お試しください。 1111 
効果が感じられない場合は返品も結構/ 

階段を登るのがっらい、視力が 
ガクッと落ちた……老化はアッ 
という間に体力を落とします。 
この老化をはばむといわれるの 
が若返りのビタミンといわれる 
天然ビタミ>E。カナダのエバ 
一.シュード博士の臨床例によ 

る看効、またオリンピック選手 
などが1日に1000mgも摂り記録 

を伸ばす源泉にしていることで 
もわかるように効果はハッキリ。 
この天然ビタミンEの塊ともい 
えるのがアメリカ.アポロ社か 
らやってきたNASAパ、イタル 
“X”シルバーE。小麦1トンから 
わずか 10gしか採取されない貴 
重なビタミンEを1カプセルにな 

んとlOOmgRhも含んだ高純度 
の天然ビタミンE濃縮カプセル。 
1日に3カプセル（約lg)摂るだ 

けで体が変わるのが1週間でわか 
るはず階段を駆け登る快感は若 
さを取り戻せたという喜びです。 

jSLfftfL (lgあたり一約3カプセル） 

ビタミンE.:340mg 
ビタミンF.367ing 
オレイン酸. 79呢 
飽和脂肪酸. 28mg 
その他.186mg 

■aTrJEaiM 5008 
バイタルX •シルバーE 
分割払金月）1,980円X 5回 
分割払価格9,900円（送糚〇〇円） 
現金価格9,500円（送料500円） 

»NASAバイタル*XシルバーEは薬(K剤)ではなく天然ビタミンEなので用法• 
用试についての制約はありません。1日の彷取撳は目安です。 

?は產1ミ持ちの方に驪麗s麗バイタル シルバ-E 

まず7日間階段に 
挑戦してください0 3 
初日の息切れが、. 

7日目には 
なくなるはずです 

手遅れということばはありません。』 
いまからだつて取り戻せます。 

i 

13東京小岩局27号 

〒二光通販㈱ 
II 丨8^. 



表紙見かじり読みかじり 

蕗 
Aコラ秋田の国では雨が降ってもから 

傘など要らぬ手頃の蕗の葉サラリとさ 

しかけサッサと出て行かえ 

秋田名物を織り込んだ秋田の代表的 

民謡『秋田音頭jに、秋田では、雨が 

降ったときは、藤の葉を傘がわ7にさ 

しかけて行けばよい、と歌つている。 

五み月雨の季節、水たまりの多い田舎道、 

»が蕗の葉をチョィとさしかけ、家路 

を急ぐ、そぅした情景が彷彿される。 

この蔣は、「アキタブキ」と呼ばれる 

超大型のものである。柄の太さ直径六 

^、長さ二^、葉の直径一.五：^にも 

なるものがある。 

アキタブキの栽培の起源は、今から 

およそ百四十年前、天保のころ、元秋 

田藩の梅津織之助といぅ人が、南部藩 

に転任した際、長年親交のあった仁井 

田村仁井田(現秋田市仁井田)の熊谷惣 

蔵に、北秋田郡長木村(現大館市長木) 

産の蕗の根株を贈ったのが、現在のア 

キタブキの原種である、と言い伝えら 

れている。 

仁并田は、秋田市街地から南へ^*よ 

場所/秋田市仁井田撮影/伊沢秀毅 

そ四％、静かな田園地带である。市役 

所で聞いた話では、現在では栽培農家 

が少なくなって十四、五軒。大きい畑 

でも一反歩くらいとのことで、仁井田 

を訪れたわけだが、それらしきものは 

見当たらない。通りがかりの婦人に尋 

ねると、あそこのよしずで囲つてある 

のがそぅだよ、と指さした。田んぼの 

哇道を踏みはずし踏みはずし行くと、 

周囲を囲ったよしずの根元から、蕗の 

小さいのが外にはみ出していた。 

興味律々、芝居ののぞき見の要領で、 

そつとよしずを開けると、なんと巨大 

な藤の林。中は薄暗く、見上げると大 

きな葉が青空に向けて、いっぱいに光 

を浴びている。葉脈が透けて見える。 

風が通るたびに、そよと葉がゆれ、逆 

光線が一瞬目を射る。しばらく目を閉 

じていると、自分は巨人の国に迷い込 

んだ小人ではないかしらと、フッとそ 

うBう0 

これだけ背高のっぽの蔣であってみ 

れば、びっしりと植え込み、囲いがな 

ければ、ちよつとした風にも折れてし 

まうであろう。刈りとりは六月初旬か 

ら中旬にかけて行うそうであるが、今 

日では生産量も少なく、主にみやげ物 

用の菓子となるそうである。藤の砂糖 

潰、蒔羊羹などなど。 

今回の取材行で初めて気がついたの 

だが、上野から奥羽本線.で北へ向かう 

と、沿線には蒔の自生が目立つのであ 

る。それも北へ向かうにしたがって、 

葉柄がどつしりとしてくる。形も大き 

くなる。どうみても八百屋の店先のも 

のとは姿形が異なる。恐らく種類が異 

なるものであろうが、この沿線のもの 

はアキタブキと同系統のものであろう。 

ある書物では、「本州の東北地方から北 

海道、サハリン(樺太)、千島には大形 

の変種アキタブキが生え、肥料を施し 

栽培すると葉の直径ーパ、柄の長さ了 
五1n.1.」とあるが、たぶんこれであ 

ろう。 

この季節、全国いたるところ蒔が自 

生している。春の一日、家族づれで野 

山に出かけてみてください。いまが最 

盛期、葉柄は皮をむき、あく抜きをし 

て青煮によし、筍とのあわせ煮が美味 

しい。きやらぶきなど佃煮にしておく 

と一年中食べられる。酒の肴にもきわ 

めてよろしい。 (大) 

1.ライオンズ文庫 
2•ライオン誌専用ファイル 

ご案内— 
語fぎ，ぎ夢夢^^^ 

^ —4笮#售-,缚>妒 
t>4ht4'-fIF,會 f©•拳# 

-^>4lhll*ぎぎ-嗲食嘈$ 
r 行 V 嘈ri,摩 f 
一日ffT嘩軎 

「日本ライォンズ物語」3E-8SRM 

多：、/v 、'•».i ^ - ) r *,-v 
:yM 争，i»二齊 “- aムAL 

「ラィォニズムのいぶき」il』RS: 

?論蕾 
: 

rライオン誌専用ファイル」五00円 

•なるべくクラブ単位でまとめて 

お申し込み下さい。(送料実货) 
申込先東京都中央区築地2-2 — 1 

築地細田ビルブ階00111(五四一一)九五七lg 
〒一0四ラィオン誌日本|§版事務所 



アィヌの拠点静内 

幕末から明治にかけて、いくつか 

の武士•士族団が津軽海峡を渡った 

が、彼らはいずれも北海道開拓史の 

ぅえに大きな足跡を記した。前回み 

た白老の仙台藩士たちも、それら武 

士•士族団のひとつだが、その後も 

戊辰の戦いで封土を失ったいくつも 

の士族集団が、海峡を越えた。 

旧会津藩士の一団は余市•瀬棚な 

ど:^移り、仙台支藩の伊達英橘の家 

臣団は石狩当別に向かい、同じく仙 

台支藩の伊達藤五郎の一団は有珠山 

麓に新天地を求めた。日高地方の静 

内に渡った淡路の稲田邦値らの一団 

も、それら旧武士集団のひとつであ 

った。 

静内は、日高本線の起点苫小牧か 

ら約一時間半、北海道のアルプスと 
ょばれる日高山脈を背負い、太平洋 

に向かってひらけた土地である。土 
地を二分して静内川が流れる。 

その昔、北海道といえば、クマと 

アイヌの住む極寒の地と考えられて 
いた。そして、静内はまさにそのア 

イヌの一大拠点であった。 

十七世紀の後半、今の日高地方の 

新冠川ょり西側に住むアイヌと、そ 

の東側の静内川沿岸に住むアイヌは 

二大勢力を形づくり、漁獵圏をめぐ 
って対立していた。当時、この地に 

も進出していた和人たちは、あの手 

この手でアイヌをだまし、交易条件 

を和人側に有利にしていった。例え 

ば、従来は米一俵(二斗入り)とサ 

ケ百尾が交換されていたのに、和人 

は米一俵を八升入りに変えてしまい、 

それを押し通した。こぅなるとアイ 

ヌ側は漁猟の量を増やさないと、従 

来どおりの品物を手にすることがで 

きない。アイヌの部族は互いに漁獵 

の収穫量を増やそぅと争い、漁猟圏 

の拡大にはしった。 

大酋長シャクシャインの乱 

日高地方でも、川を挾んだ西側の 

衆と東側の衆が対立し、西側の衆は 

和人の統領でもあった松前藩を頼み 
にして、東側の衆の酋長シャクシャ 

インと争った。だが、松前藩は、西 

側の衆の危急を見捨てる。その背信 

を怒った西側の酱長はシャクシャイ 

ンの下に合流、シャクシャインは日 

高から訓路までのアイヌを統率する 

大酱長となる。シャクシャインの構 
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♦サウナのas学的遽洛考察 
低血圧その他出-弱体R • .胃下垂.肪肪過多 

疰.K年期W害.ネフ〇—ゼ（《疰者）.腰痛痃. 

糖¥桷•慢性臂炎.各樋神«痛.気管支ゼン•ノク等 
の》说硎• »纽淀•生理不顒 

•使用供/ご家)g,別荘.ホテル等.畢生篇设/企 

*.役所.学校等の寮、保養所、レクリエーシ3ン 
センター等。邏_旛»/企業.役所等の体宵鲔，ブ 

ールサイド、介宿所等•レジャーlt»、B里篇«等に。 

像維锷費/5人家族で1日おき2時間使用で*«代 

その他の»用は，月IS600 -800R. 

♦機種/1人用から10入用まで25紙お風呂場の 
中、收衣塥など，簡単に;a®できます。 

*ローンやリースもご利用ください。 

<シヨールーム〉世界贸钻センタービル別館 
3 F (都立贸钻センタ.一）国沲浜松町下卓 
當業品目：ホームサウナ、菜務用サウナ、ふ 
とん衣妞乾燥機、サウナトピア“バンライ” 

(代〉 
*大阪〒533大阪市東淀川区東中島丨—21- 2 

TEL 06 (325) 3441 (ft) 
春礼供〒〇65礼慢市白石区本通り2 丁自北S4 

TEL 01 1(863) 3001 (代〉 
播岡〒8_2 «岡市博多区K粕4-24-18安Rピル 

TEL 092 (474) 2321 (ft) 
鲁金沢〒921金沢市泉野《!6_1 -12 

(代） 

(代） I ぐ％””?。ノ 

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

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

まいましょぅ。明日への活力が生まれ、仕事 
にも全力投球できます。 

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

ご主人ばかりでなく、•奥様の美容に、お子様 
の健康に、ご家族みんなでご利用になれます。 

えた静内川のほとりの砦は、この地 

方のアイヌの一大拠点となった。 

一六六九年六月、シャクシャイン 

は蝦夷全土は言ぅに及ばず、樺太、 

千島に住むすべてのアイヌに総抵抗 

を呼びかけて決起した。 

戦闘は二力月におよんだ。交易船 

や暇夷地居住の和人が殺され、アイ 

ヌ軍はおよそ二〇〇〇の軍勢で松前 

藩の拠点国縫に迫ったが、半弓対鉄 

砲の戦いとなり、アイヌ側は惨敗と 
なる。ゲリラ戦をおそれた松前藩は、 

国縫の戦いの後シャクシャインに和 

議を申し入れ、その和議成立の祝宴 

でシャクシャインを謀殺し、酋長ク 

ラスのアイヌ七四人をも一挙に殺し 
てしまう。静内川の砦はこうして、 

あつけなく落城した。 

このシャクシャインの乱からおよ 

そ二百年後、この地に淡路から旧武 

士団が渡つてくることとなる。 

稲田家臣団北海道へ渡る 

淡路から静内へ、移住第一団の士 

族がやって来たのは明治四年五月の 

ことであつた。 

古ぐ、アイヌの拠点であつたとは 

いえ、静内は一望うっそうと原生林 

のつづく未開の辺地でしかなかった。 

海辺に、わずかにアイヌの通う小道 

があるのみで、道らしい道もない。 

その地に、まず旧武士と家族合わせ 

て五四六人が移住して来た。 

気候のおだやかな淡路を後に、な 

ぜそんな辺地へ士族たちがやって来 

たのか。話はしばらく静内を離れて、 

淡路島の洲本へと移る。 

淡路は、阿波と共に蜂須賀氏の所 

頜であったが、洲本には、淡路城代 

家老稲田氏が屋敷を構え、一万四千 

五百石といぅ大名なみの知行をもら 

っていた。 

もともと稲田貞祐は、藩祖蜂須賀 

小六正勝と義兄弟の間柄と言われ、 

蜂須賀氏が阿波と淡路の領主になっ 

たと•きは、徳川家康の直接のお声が 

かりで洲本城代になったといわれて 

いる。いってみれば、城代とはいえ、 

領主と同列に近い格をもって遇され 

ていたわけである。 

稲田氏の家臣団は、蜂須賀氏家臣 
団からみれば陪臣にすぎないが、こ 

のような過去のいきさつがあるため、 

「おれたちは並の家臣団とは違う」 

という意識が強かった。ところが、 
彼らの意識がどうあれ、かたちのう 

えでは陪臣は陪臣であり、蜂須賀氏 

の家臣団は常に彼らを軽視してきた。 

幕末、この両者の積年の意識の違い 
が、激しくぶつかり合う。 

無抵抗の者を殺害 

幕末を迎え、■蜂須賀氏は公武合体 

派が藩論の中心を占めたが、これに 

対して稲田氏は、尊王攘夷派が主流 
となり、鳥羽•伏見の戦いでは官軍 

としてその家臣団が御所の警護に当 
たったりした。蜂須賀家臣団が激高 

したのはいうまでもない。 
維新後、新政府は新しい禄制を定 

めたが、士族は八等級に分けられた 

ものの、陪臣は侍としての身分を失 
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五•一五事件で没後50年記念 
「特別企画」 

■定価/110,000円 

n98,000円 
お申し込みは. 

ブロンズ像頒布会事務局 
〒700岡山市内山下2丁目3—13 
㈱千々木内 L.千々木昭平 

TEL(0862)22-5165 

(ご希望の方にパンフレットをお送りします。） 
柬京連絡所/束京都千代田区麴町3 丁目1番地 
〒102 TEL(03)2 3 4-2125 
大阪連絡所/大阪市束区大手通1丁目13番地 
〒540 (G.Iパールビル） 

_TEし(06)943-8522 _ 

犬養木堂顕彰会 

い、卒族という一段下の身分に落と 
されることとなった。稲田氏の場合 

でいうと、当主の稲田邦植のみが士 

族で、その家臣団は、すべてが卒族 

となる運命にあった。 

稲田氏は、家臣団の士族編入の嘆 

願に立ち上がり、その動きはついに 
は分藩して独立すべし、という反蜂 

須賀運動へとすすんでいった。これ 

が蜂須賀家臣団の怒りに火をつける 
こととなつた。 

明治三年五月十三日、蜂須賀家臣 

団のなかの過激派は、稲田邦植の屋 

敷やその家臣団の屋敷を襲撃し、十 

三棟を焼き払い、一七名を殺してし 

まう。稲田家臣団は、その日あるを 

予期し、全員無抵抗主義を貫いたの 

であった。「応戦は私闘、主家のた 

めにならぬ」といぅ徹底した覚悟が 

彼らに武器をとらせなかった。 

襲撃に加わった過激派は切腹、終 

身流刑、終身禁錮などの厳しい処分 

.を受けたが、稲田氏をそのまま淡路 
に残しておけば、さらに第二、第三 

の事件がもち上がるおそれもあった。 
こぅして、稲田氏とその家臣団の北 

海道移住が決まる。 

火事•遭難と相次ぐ悲運 

明治四年四月、稲田氏家臣団の第 

一次移住集団が洲本を出港する。士 

族•卒族合わせて一三七人、その家 

族を含め総数は五四六人であった。 

五月、移住第一団の者たちが静内郡 

の春立に着き、海沿いの道なき道約 

七キDを歩いて東静内に入る。 

静内には果てしない原生林がある 

だけ•で、あとは暗くしずまる海が広 
がるばか！S。彼らはおよそ十坪ほど 

の板囲いの小屋を建て、土間に草を 
敷いて寝た。夜になっても明かりも 

なかった。大きな狐や狼が我が物顔 

に歩き、夜中、寝ている布団の上に 

狐が乗っていたりした。 
家具や衣類の置き場もない。旧幕 

時代の漁場倉庫にそれらをまとめて 
おくしかなかった。七月、その倉庫 

が火事で焼けてしまぅ。着のみ着の 

ままとなつた。 

救援物資をたずさえた第二次移住 

集団ニー五人が淡路を出港したのは、 

明治四年八月のことであつた。だが 

その船が、熊野灘沖で遭難、八三人 

が命を失う。溺死者の大部分は女と 

子どもたちであった。積荷はすべて 

流失した。 

不毛の地を永住の地と定めて 

不毛の原野は人を寄せつけぬかの 

ょぅであった。収穫期になっても、 

わずかばかりの瘦せ細った大根がと 

れただけだった。入植一年で開墾し 

得たのは一戸平均一反歩余にすぎな 

かった。みのり豊かな淡路とは、ま 

るで違っていた。 

やがて、野生馬を捕獲し、人々は 

熊や狼の襲撃をはねのけて、その飼 

育に当たった。餓死の危険と隣り合 

わせの日々であったが、永住の地は 

そこにしかなかった。静内は少しず 

つ、人の住む場所として、かたちを 

整えていく。 
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ダテスト使用実施中 
〈お問い合わせ〉カタログ及びテスト使用ご希望の方は、ハガキか電話で 

お申込み下さい。無料で送付いたします。(極秘送付） 

うすい部分に 
シュッとひと吹き 

(特許製品） 

毛髪綜合コンサルタント〒571大阪府寝屋川市香里新町21番23号 

m s0720(3i)404iだま 

大阪南センタ--TEL 06-623—4050 
東大阪センターTEL 06-721—1517 
——センタ-JEL 0720—33—2193 • 

IセンターTEL 0729-22-1626 

月曜日定休 ...令/ 

カツラや植毛てはあyません 

牧場は、後に宮内省新冠御料牧場 

となり、馬の生産改良事業がつづけ 

られ、静内は馬産地としで日高地方 
の中心地となっていく。 

この稲田家臣団の苦闘の歴史は、 

作家船山馨にょって小説「お登勢」 
としてまとめられ、毎日新聞日曜版 

に連載された。 

百余年後の提携 

洲本から静内へ、稲田家臣団が移 
ftした日から百余年、昭和五十年夏、 

この二つの土地をょり強いきずなで 
結ぼぅといぅ計画が立てられた。両 

地のラィオンズクラブが姉妹提携に 
立ち上がったのである。幾度かの折 

衝の後、同年十二月六日、静内バラと 

洲本rlは姉妹クラブの誓いを交わし 

た。 

翌五十一年五月、父祖の地洲本か 

ら静内へ、ゥバメカシ百本と松の幼 

木が贈られた。淡路の緑が初めて北 

海道へ渡ったのだった。その昔、父 

祖たちが、望郷の念のなかで想い描 

いた緑が、百余年を経て海峡を越え 

た。 

静内のライオンたちは、その輸送 

トラックにェゾムラサキツツジや•ェ 

ゾベニツツジの苗木数百本をのせ、 

ラィラック百本を添えて洲本へ贈っ 

た。かたちを変えた父祖の里がえり 

でもあった。 

こぅして、静内町には「淡路の 

森」が造られ、洲本には「静内の 

森」が造成されたが、この両クラブ 

の提携が大きなきっかけとなって、 

幾つもの町の人々の交流計画が実現 

していつた。 

五十一年十二月には、稲田氏守護 
神とされる稲基神社の神社碑が洲本 

rlの手で再興された。それは北海道 

移住の際、厳島神社本殿裏にあずけ 
られたままになっていたものだった.。 

同じ月、洲本で行われた小中学校 

造形展には、静内の小中学生の作品 

が特別出品され、さらに、静內町で 

は、そのお返し交歓展が開かれた。 
.翌年二月、洲本のラィオンたちは、 

両クラブの提携を記念して洲本市の 

厳島神社境内の一角に「お登勢之 

碑」を建立した。船山氏g筆の碑文 
が石に刻まれ、その碑を囲むょぅに 

して〃静内の緑，が広がっていた。 

小説のヒロインが、北海道の緑とと 

もに、ふる里淡路の暖かさにふれて 

いるかのようであった。 

父祖への鎮魂の意を秘めて 

交流はさらに広がる。洲本の市制 

四十周年記念映画ロヶが静内で行わ 

れ、静内の町勢記録映画ロヶが洲本 
で行われる。二つの.町の図書館もま 

た提携に乗り出した。それまで洲本 

には「静内町史」があるだけ、静内 

には「洲本市史」があるだけであっ 

た。両図書館は、行政資料や郷土出 

版物などの資料を交換、全国でも珍 

しい友好図書館が実現した。 

五十五年六月、静内の若者たちが、 

父祖の地洲本を訪ねた。彼らは「静 

内と比べて暖かく、屋根の形が全然 

違ぅ」とその第一印象を語っていた 

が、その想いは、裏返しにすれば、 

百十年前の彼らの父祖のものでもあ 

ったろぅ。温暖の地から厳寒の地へ、 

瓦屋根の町から草ぶき小屋の原野へ、 

激変した環境のなかで父祖たちは歴 

史を拓いた。そして今、その末の者 

たちが、歴史のきずなに結ばれて手 
をとりあっている。交流のきっかけ 

をつくり、広げたラィオンたちの想 

いの中には、父祖の苦闘への鎮魂の 

意もあったのではなかったか。 

(篠崎淳之介) 
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森 澄雄選 ^ ft 皆吉爽雨選 

く応募規定〉•クラブ会員およびその家族•ハガキ1枚に3句まで（1人1枚に限ります） 
•所属クラブ、住所、氏名、選者の指定を必ず明記して下さい•楷書でお願いします 
•毎月15日締切•ライオン誌日本謌版事務所あてにお送り下さい 

流氷に獄門固く閉じしまま 
(北海道•旭川中央)統木元房 

大正の生れの—目刺焼く 
(古川古城宮城)豊島陽一郎 

大日焼けして兵の墓守りくれし 
(新潟県•%田)高橋向山 

白鳥の引けば堤を焼くと云ふ 
(茨城県•大洗)_亀泉 

家譲る決意のなりて苗木植ぅ 
(東京霞が関)向井はるを 

鍬の柄のゆるみただちに地虫出づ 
(福井九頭竜)加畑霜子 

年の豆賜はりしあと奥院へ 
(大飯<t)尾亀清四郎 

進学の絵馬書き梅にかかはらず 
(大阪夕陽丘)真城藺郷 

雲疾く昃りもなき末黒葦 
(古川古城宮城)豊島陽一郎 

遠香らむ沖に浪立つ鬼やらひ 
(新潟県•見附)山木秀雄 

肩ぬぎをして中腹の畑打 
(兵庫県•尼崎ゥェスト)西中美代志 

けんけんもスキップもでき春の風 
(兵庫県•尼崎ゥェスト)田中高志 

春めいておしゃべり多き稽古事 

(大阪府•岸和田)徳岡富子 
鶴唳の砑す朝の雪晴れて 

(大阪府•八尾)溝口英水 
何事も春からといふ結論に 

(和歌山)田畑千江野 
淡雪やうかれごころの彝尖に 

(滋賀県•彦摄金%)筒井野耕人 

地に伝ふ水車のひびき蕗の蠆 
(大阪府•八尾)手嶋秀士亞 

大寒といふ約束の日の寒さ 
(和歌山)田畑政晴 

つくばひに氷塊泛ぶ雨水かな 
(滋賀県•親金亀)筒井野耕人 

尾道に海見る寺の梅白き 
(京都)宮本正雄 

見学の巨船のデッキ春日満つ 
(岡山県•玉野)井上杉香 

鶬とび吉備津廻廊梅ふふむ 
(岡山県•矢掛)小野ただし 

断崖に身をひる返し)X下りぬ 
(島根県•松江湖城)松井威彦 

窯の里訪ふ山路に寒苺 
(熊本第一)楠本純子 

落味增のほろ苦きあり斎料理 
(京都)宮本正雄 

のけぞりて風邪の子の鼻拭はるる 
(奈良)岡本節子 

増えてゆく白髪にも慣れ初鏡 
(奈良)佐川太門 

羽子板に遠き羽子跡残りたる 
(奈良)斎藤敏子 

宮の跡走りに走り風揚ぐる 
(奈良)沢井鹿声 

税務署の木に懸りたる武者絵風 
(愛媛県•伊予三島)大西松吉 

阿羅漢の尻餅つける涅槃像 
(鳥取県•境港)面谷禎子 

螺旋階下りて春夜のワイン倉 
(山口県•岩国)菊元直也 

◎特選 

藪入りの道に乾ける楮かな 
(奈良県•大和高田)福富素行 

(評)#漉の村への藪入りであろぅ。浸 
された褚が道ばたに干されていて、それ 

がよく乾いて.いる。昔通りの道をなつか 
しみながら帰郷する情景。 

啓蛮の土のほぐれに箒とむ 
(香川県•観音寺)登白汀子 

(評)地虫が穴を出るという日で、土も 
やわらかにほぐれて見える。啓蛮だなと 

思って、その土を掃いている箒をとどめ 
たのである。自然との交情ゆたかな句。 

◎特選 

いささかの日焼けや春の旅の末 
(¥示撇谷)正木ひさし 

(評)やや日程をとった春の旅、その旅 
の終わり、うつすらと日焼けしていたの 

だ。晚春のやや日も強くなったころの旅 
だろう。その日焼けもこころょい。 

霾や長城胡を封ずベく 
(神奈川県•川崎白百合)井口光石 

(評)万里の長城は北方の遊牧民族. 
W5すを防ぐために築かれたもの。黄塵の 

降る長城に立って、そうした中国の壮大 
な歴史を回顧しているのだ。 
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ワイコロア全景 

ワイコロア分譲地 

ワイコロア、ハワイ 
ワイコロアはハワイを代表するリゾートであることはもちろんのこ 
と、周[用には世界的にも有名なマウナケアビーチホテル、東急マウ 
ナラニリゾート、シェラトンワイコロアリゾート等超一流のホテル、 
ゴルフコース（ 5ッ）を有し、当ワイコロア分譲地の第二次分譲購入 
者には、有名なワイコロアゴルフコース（18ホール）、乗馬クラブ、 
テニスコート、スイミングプール（全て完成済み）の会i i証がf] I力的 
に発行されます。 

世界のIPソート•ワイコロア地 
(ゴルフ場会員証• 土地完全所有権付き） ワイコロアビーチ 

雄大なマウナケア山（4,250m )を背景に 
青い海、青い空、年中晴天の100%満足 
のハワイです。 

參所在地/米Wハワイ州ハワイ郡サウスコ 
ハラ、ワイコロアビレッヂ•位置コナ乍港 
より北東ぺ40km (州道19号線を屯で35分） 
參総区画数K52K_•販売区画数限定50区 
画•気候f•均A温23°C •年中ほぼ咐人#地 
目/住宅地參道路/18m巾のアスフアルト 
誧装•設備屯気、水逍、ガス、屯詁は各 
Kltfjjまで引込•標W200mに位芯し、すべ 
ての区画より餅碧の海が見渡せます。 

1区画/11,000SQフイー 
18,800SQフイー 

(310坪）より 
(530坪）まで■ 

シェラトンワイコロアリゾー 

>ワイ島分讓地の 
パイオニア 

販売価格 VI4,100,000より 
VI6,450,000まで 

お問い合せ先 

€C株式会社イー 
ワイコロアゴルフコ 

ン 
Q 03(464) 7491(代） 

亍150東京都渋谷区宇田川町36 — 6ワールド宇田川ビル7 F 
EDEN HAWAII INC. 

810 RICHARDS STREET SUITE 701 HONOLULU HAWAII 



斎藤忠誠 
岩手'’ 
モダンァート協会会員 

エコール.卜•ェヌ会員 

林業 

F120 

ノイズン乂- 

ギャラリー 

幼少ょリ絵を描き始め，i<じて小丨然のょう 

に^術7*校へ進み、卒龙してハリへ渡リまし 
たH^ではIJJJ衛的なK術I-J1体のモダンア— 

卜喊に出(>||,.してきましたが、ハリでは卜rlい：H 

統の屯みにrf:.倒され、それが=本を改めてm 

リ也つてみる機会となリました 1gIHIして分 
柄なu4^の油^を：：：指して、'll.'* (朱). 

^&を战調とした|,!:>から"：*卜：；：'の迚作を 
始め、第一作の「殿h」から「舞殿」•「軤 

や，•「/J赖」•「驹兆」•「皓綱」…と続 
いて、そのィメ 1:•ンは御岍啾や舞w、，rjのX- 

の羽根の形、波杉、忪絶等、色々なものから 

受け、現-/1:「綾測」シリ—Xに取リかかって、 
織リ物のあや悦搽の印象をniill:免Mさせて 

描いています制作"法もまずテ—マを^viz 

して取リかかり、八分通リ出米かかったとこ 

ろで題名を^えて決め、あとはその題名に八：： 
わせて絵を{元成させます題名を^える時、 

絵に八：：った文卞がない時は、絵に八：：わせてW 

典にない浼.7:( ？)を，：：：分で造って題名を付け 

たリします。なお、美術集団エコール•ド. 

エヌを結成してそのK'Ki会をH4<各地や、ハ 

リや妹Hでも開いてきましたが、今年の卜：^ 

にハリで私の11A1Mを開くことに決まり、：：！：ド 

その制(1*-に励んでいます「 
(さいとうちゆうせい.se*) 



メイ;t:/ぶ• 

キャラリ 

阿蘇の放牛 F 20号 

”フ会 
央会 

中ル 
米チ 

留I 

久ャ員 
夫•チ会年 

重県米会30医 
田fs]留現歴科 

平fl久示画内 

下手の横好きで始めた絵も、もぅ三卜年が 

経った開翼医といぅ忙しい仕IVを持つ私で 

あるが、時NU的には制限を受ける^ながらむ、 

キヤンハスにfnjかっているときが私のiliも^ 

しいひとときですR*lii]の”.,.•労を忘れ、無心に 

なれる夜のひとときなのです 

この：Sは、fi:人なH蘇地"の^rlj?と、そ 

こに遊ぶ1--の群を描いたものですさわやか 

なW風か肌にここちよく吹き：^ける秘かなA 

哚の枚T-に心をひかれました火の山阿蘇を 

バ ' クに、11-人な，rl然の中から、一;[fliに収め 

る郤分を切リとリ、それをかこむ^、中|.«.:小に 

深くWかな池を、ji;:!;*:にはT-の列をf«lLiしてみ 

ました H4>:の^^1:の^調色のブラ，クにicr 

い色をレそえ、.'ti(l-tぜあわせた色で描いてみま 

した 一ひらたしげお.72^) 



郵便はがき 

籲住所 
參お名前印 
•年_ 
籲霣蛞番号 
籲ご希S商品 
鲁数置 

仁清色絵月梅図茶壺高さ30cm 
頒布価格450，000円(荷造送料5，〇00円）高級木箱入り 

\]本陶磁史上の最高傑作とまでtt讃される仁清の魅力 
は、無類のろくろ技術による張りのある器形と美しい 
に沾釉の器肌、絵_性豊かな絵付、この三者のみごと 
な意K的統一にある。その壺を、今ここに蘇らせた。 

{1清独得のf1い釉麻に、浮き上るように梅樹と月が描 
かれている。端iKな姿と緻密な絵は、仁清の作品の中 
でもことに贞価が品い。梅花をそれぞれ金と赤でくく 
リ、：Sを切??Jのごとく金泥で描いている表現は仁清の 
作品に多く見られる技法である。白梅と月を銀彩であ 
らわしているが、今は黒く酸化して、製作当時とは趣 
きを異にしている。 
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ンネルの中で 

森 建樹 
(岐素3 

対戦車攻撃演習 

の壤掘りで手を負 

傷した私は、中隊 

と連隊との連絡兵となり、毎日十キD 

の距離を往復した。汽車のトンネル 

を通ると早く行けるのと、山頂は米 

軍機にねらわれやすいので、列車通 

過の間を見て、時々トンネル内を危 

険を承知で通り抜けていた。 

ある日、トンネルの中央付近まで 

来たところ、向こうから列車の音が 

聞こえてきた。私はあわてた。この 

ままだと列車と衝突してしまう。来 

た方へかえるにはあまりにも遠すぎ 

た。進退きわまって覚悟を決めた。 

しかし待てよ、どこか穴ぐらいある 

マ Mはずだ。コンクリートの壁を手さぐ 
りで二H-〜三十：：：/tlぐらい移動した。 

あった。そこには一人が_できる 

くぼみが。私はそこにへばりついた。 

列車はおびただしい煙とs音をたて 

て通過した。窒息しそうで全く生き 

た心地はなかった。静寂が来て、助 
かったと思ったのは、だいぶたつて 

からのことである。顔も軍服もすす 

まるけで、中隊長は、 

「いったい何をやってきたのか」 

と尋ねた。 

やがて終戦、復員してそのことを 

真っ先に母に報告した。母は大粒の 

涙をポロポロ流して私の手を握った。 

「冷静」といぅことを身をもって体 

験したが、私は生まれながらのあわ 

て者である。 (獣医師.57歳) 

憲兵様々 

nHnMn--flu.. ... 

川越義一 
(東京鳥越3 

昭和十八年三月 

一日、私は召集解 

一除になり帰郷した。 

約六年半にわたった軍務も、これで 

終わったことになる。私の会社は陸 

海軍のご用商人だったので、全国に 

得意先があった。 

その年の十月二日、朝鮮の部隊へ 

連絡に行くため、私は下関港で出航 

を待っていた。お客は長い行列を作 

つて並んでいた。憲兵が一人一人調 

ベていた。私の前に来た憲兵伍長は、 

身分証明書の提示を求めた。私の会 

社は金沢にあったので金沢憲兵隊発 

行の身分証明書を出した。ところが 

当の憲兵伍長はどういうわけか、不 

審な点があると言って、私を連行し 

た。取り調べの結果は白と出て、私 

は釈放された。ところが船は、取り 

調べを受けている間に出港してしま 

った。後の便は二、三日後になるが、 

それもはっきりは言えないとのこと 

だつた。困つてしまつたが、ここま 

で来たのだから福岡まで行こうと思 

い、西部軍司令部へ挨拶に出た。こ 

の話をしたところ、「君の乗るはず 

だった船は沈んだ」と言う。•私はあ 

の憲兵伍長さんのお陰で、命を取り 

止めた。 (印刷会社役貝.73歳) 

太陽は東から 

阪 久治郎 
(沖縄県•コザr) 

昭和十七、八年 

の冬の候だったと 

思う。私たち一行 

五、六名は、所用で満•ソ国境に近 

い通化鎮(東安省虎林の北々東、ゥ 

スリー川の中流、対岸にはソ連領の 

ローゼンカルトフカの街がある)と 

いう集落を訪問した。そこには一個 

分隊の対空監視哨があり、六名ほど 

の分隊員が集落の人たちとともに起 

居し、任務に当たっていた。 

一夜の宿を借り、翌未明、私は一 

行とは別に次の目的地に向かった。 

満州の冬の広野は雪や氷に閉ざされ、 

どこを見ても白一色、道だけがくつ 

きりとI線を画していた。次の集落 

へは一本道、暗やみの中一筋の道だ 

けを頼りにコッコッと歩き出した。 

三、四十分も歩いた時、何か周囲 

の状況が違ぅのに気がついた。道を 

訪ねるにも人はいない。集落も見え 

ない、冷たい風が時々顔をさす、誠 

に心細い。ふと、道端を見ると、崩れ 

かけた廃屋が見える。こんな所にこ 

んな建て物があったかな、と思いな 

がら中に入る。屋根は崩れ落ち、階 

段はコンクリートで形だけ残し、壁 

はさわると今にも崩れ落ちるかと思 

われた。ちょぅどその時、太陽が私 

の目の前に昇り始めた。 

太陽は東から——私は東に向かっ 

て歩いていたのだった。南に下るベ 

きを東に向かっていたとは！道の 

一線はくっきりとゥスリ—川の氷上 

を走つて、そのままソ連領に.。 

もしこの時、天候が悪くて太陽が見 

えなかったら、私はソ連領に迷い込 

んでいた。(剌繡、衣料品販売.67歳) 
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⑽読者をひきつけるもの 

威力ある見出し 

地下鉄の車内などで、週刊誌や雑誌の 

広告が目につくことがある。所在ない場 

所なので、その広告を隅から隅まで目を 
通してしまう。面白いもので広告の見出 

しだけを見て、その全体が分かったょう 

な気がすることもあるし、なるほどこれ 

だけは買っても見たいと思うこともある。 

大抵は買わずじまいになるが、広告の見 

出しというものは、そういう意味ではた 

いへん威力のあるものだ。 

そういう広告とはちょっと違うが、ク 

ラブ会報も記事につけられる見出しの文 

句で、読まなくてもいいやと思わせるも 

の、これは面白そうだと興味がわいてく 

るもの、とに大きく分けられそうだ。ク 

ラブのこと、アクティビティのこと、ど 

れ一つとつても読まなくていいというも 

のはない。だから見出しなんてどうでも 

いいようなものだが、それでも週刊誌の 

ように食欲をそそるようなうまい見出し 

があるに越したことはない。 

編集者が原稿を依頼するとき、あらか 

じめ内容を指定することがある。〃会長 

に就任して*という題で四百字ほどとい 

う具合にである◊また、同じ内容でも筆 

者が自分で題名をつけることもある。し 

かしやはり題名というものは、いずれの 

場合でも編集者が慎重に考慮したほうが 

よいと思う。 

今回は、見出しに引きつけられて読ま 

せられたものを紹介してみたい。 

見出しに魅せられて 
•• •?. 

まず巻©言の中から選んでみよう。 

八千代千葉r会報(会長n小久保敏•編 

集者^秋葉琢麿)会長が巻頭言に，会報 

を武器に，と題した論文を寄せている。 

武器という言葉に意外性があり、思わず 

終わりまで読まされてしまった。会報の 

もつ記録性、広報性の重要さを説いたも 

ので、決して易しい論文ではないが題名 

につられ、いかにもそうだと納得までさ 

せられた。 

会津若松葵7,I会報(福島県、会長n小 

島義雄•編集者^今井喜一)地区年次大 

会委員長n秋田耕輝が"馬の耳に念仏， 

という巻頭言を掲載している。「春をの 

み待つらむ人に山里の雪間の草の春を見 

せばや」『新古今集』家隆の歌をひいて、 

新しいライオンズの在り方を説いていた。 

安易な妥協をいましめた論旨は明快なの 

だが、相手を擬した〃馬の耳，とはいか 

にもアィロニカルだ。 

横須賀rl会報(神奈川県、会長n金杉 

巌•編集者n倉橋健 一)N-7日は人ご 

と•明日は我がこと*と、金杉会長が卷 

頭言を書いている。自転車に乗った小学 

生が筆者の目前で交通事故に遭ったショ 

ックを枕に「<¢-7日は他人の演出にょる舞 

台であったが、明日は自分が出演し、主 

役にならないと言えぬ」と結んでいる。 

三ヶ日rI会報(静岡県、会長^石川宗 

平•編集者^樋田稔)では、国際交流委 

員長'n須賀一司の，数字と除夜の鐘，と 

題した文章を寄せている。「人間といぅ 

ものは、ふしぎなもので、多かれ少なか 

れ誰でも数字のマジックにかかってい 

る」と、一九八二(西暦)、二六四二 

(皇紀)、二五四八(仏紀)から、三六五 

日目の一〇八(除夜の鐘)まで、いろんな• 

数字の例をひいて国際情勢を論じていた。 

計算された見出し 

見出しをみて、書いてある内容がある 

程度察しがつき、それで興味がわいてく 

ることがある。なまじの説明文ょり、ず 

っと雄弁な主張が伝わってきて、ぅまい 

なあとひざを打つことがある。 

仙台エコ—r会報(宮城県、会長^落 

合盛•編集者^阿部邦彦)新入会員の紹 
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介が素晴らしい。^鈴木秋男"自然を愛 

する商売人"、^湯目一清〃いまが人生 

の転機，、^干葉文男〃雑学派の経営志 

向/^佐々木隆〃逆境と闘うことの楽 

しさ/こういう見出しをつけられると、 

どんな人かなと、つい読みたくなる。 

竹田rl会報(大分県、会長^河野孝 

清•編_口佐藤眞臣)元会長のn秦一 

之が、一月二日に永眠された故^村上房 

吉をしのんで追悼文を寄せている。その 

題名が、"人生に、村上房吉という良友 

を持った思い出は、有り難いラィオンズ 

クラブの縁として、生ある限りいつまで 

も私の心の隅に生きている♦とあった。 

前棰西rl会報(群馬県、会長^砂長源 

吉•編集者^伊藤幸博)では、^伊藤が 

，アフリカの子ども達にお餅を食べて貰 

おう，と書いている。面白い題名だ。飢 

えている後進国の子どもたちに思いをは 

せ、「餅がアフリカに送れるかどうか分 

安来rI会 

報(島根 

県、会長n 

宮田通•編 

集者^杉原 

寛一郎)e? 

浅野義明が 

〃祈りに， 

と題したエ 

ッセイを書 

いている。 

「人間が未 

来に対して 

出来ることはただ祈ることだけ」とし、 

「祈り」の本質を説いた哲学的な文章で 
ある。こうした内容はもともと私の得手 

とする分野ではないのだが、，祈りに， 

という題名に誘われ、勉強させて頂いた。 
こうして見てくると、題名や見出しの 

良否は、複雑なもの、簡単なものという 

単純な区分でつけられるものではない。 

だがこのことだけは言えそうだ。"会長 

に就任して"とか，アクティビティに参 
加して#とかの類型的なものでは、読者 

も題名と同じように内容を類推してしま 

うということだ。たとえ筆者から題名を 

つけられてきたとしても、それをどう消 

化し、どう修正するかが、会報編集者の 

大きい仕事の一つではなかろうか。 

(河合限光) 

からない。アフリカの子どもたちが餅を 

食べるのかどうかも分からない。初春の 

夢かも知れないが、アクティビティの可 

能性を信じて企画することに価値があ 

る」と説いていた。その通りだと思う。 

トライする精神を失っては駄目だ。 

高岡古城rl会報(富山県、会長^永田 

儀四郎•編集者^伊勢豊彦)は特集，愉 

快な障害者達，——アジア•パシフィッ 

ク•ボーイスカウト十四力国の障害者た 

ちを招いた三日間の記録である。A4判 

の豪華な写真集のような会報だが、写真 

につけられた見出しのような説明がなか 

なかいい。パキスタンの障害者、厶ハマ 
ッド•ファルーク•カーン君の"高岡で 

の楽しい三日間，は、視点を一人に絞っ 

ての奉仕の記録で、出色の出来栄えと言 

えよう。 

主張する見出し 

文章を書いていてそれを公表するとい 

うことは、普通、その文章で主張したい 

ものがあるからだと思う。文章がスラス 

ラ書けるとか、流れるような名文とかは、 

会報の場口あまり関係はない。それより 

も文章の題名や見出しに、主張したいも 

のを強調しておくほうがはるかに効果的 

だ。 

佐世保南7•!会報(長崎県、会長^井出 

尊之•編集者n松村弘昭)社会福祉委員 

長の^富場登が、〃冒険の森とすべり台" 

というアクティビティの記録を寄せてい 

る。冒険の森とすべり台と題されたので 

一見、童話かなと思えたほどだ。「たと 

え小さなすべり台でも一石を投じた価値 

は大きい」とあつた。アクティビティは 

こうありたいと思う。 

日立中央rl会報(茨城県、会長^関 

迪•編集者^石川照夫)国際障害者年の 

一年を考える座談会を特集している。老 

人ホー厶の園長、養護学校の先生、ボラ 

ンティア運動の当事者などを招いての、 

なかなか見ごたえのある座談会である。 

特にこの記録の区切りにつけられた見出 

しがよかつた。「〇歳から一〇〇歳まで 

の問題」「生命の尊厳に相反する生産性 

指向」「量的な対策からの脱皮を」「今も 

ある抗老意識がガン」「老後対策は四〇 

歳代では遅い」「各駅停車方式が良策」。 

札幌ポプラr会報(北海道、会長^福 

沢正夫•編集者n斎藤昇)には、コミュ 

ニケーション例会の報告が特集されてい 

る。テ—ブルごとにフリ—卜—キングを 

行うまことにユニ—クな例会で、そのテ 

Iブルごとの写真と報告者名が、ちょう 

ど見出しの役目を果たしているような編 

集である。たしかに紙面の構成上安定感 

があるのだが、各ブロック別の特長的な 

内容を知らせるような工夫があったら、 

一段と面白い記録になつたかも知れない。 
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薄薄廉關關關關關關酬關黼關顆關關關測關關關關關關闕關薄薄 

国際障害者年事業に総理府から感謝状 

1981年国際障害者年は、各地のラ 

イオンズクラブにも多大の影響をも 

たらして終わった。政府では、総理 

府国際障害者年担当室を設けて、関 

連事業の推進をはかったが、協力し 

た民間団体に対し総理府長官から感 

謝状が贈られることになり、全日本 

ライオンズクラブがその一つに選ば 

れた。対象となったのは、昨年4 

月、日本ライオンズ30周年を記念し 

て製作、全国的にテレビ放映した映 

画「ユリ子からの手紙」である。こ 

れは精神薄弱者の社会復帰をドキュ 

メンタリーふうに描いた、今村昌平 3月24日、東京•麴町の東条会館 

監督による作品。 で行われた感謝状贈呈式には、清水 

武男•議長連絡会議世話人と小野祐 

護332複合地区議長が出席された。 

ガバナI協議会議長連絡会議 

いよいよ地区年次大会のシーズンを迎え、複合地区 

共通案件の処理のため三月二十六日、東京•日本橋の 
日本ライオンズ連絡事務所で、第5回の議長連絡会議 

が開かれた。国際理事候補者推薦手続規則改正案など 
について、熱心に審議された。 

ガバナI•エレクト予定者セミナ— 

国内のガバナー •エレクト予定者セミナーは一九七 
九年から始まったが、今年は三月二十四日、東京•帝 

国ホテルを会場にして、全地区三十一名のエレクト予 
定者、およびキャビネット幹事、会計予定者が集まっ 

て、熱心な勉強会風景が見られた。午前十時半、清水 
武男ガバナー協議会議長連絡会議世話人があいさつの 

あと、複合地区運営の現状を説明、嘉悦康人国際理事 

が指導力開発について解説された。以下、ライオン誌 
日本版、会則•規則、国際大会と東洋東南アジア•フ 

オーラム、エクステンションおよびクラブ用口 gについ 
て、それぞれ担当講師が説明、質疑応答、懇親会があ 

って、午後六時半散会した。七月三日、アトランタの 

第65回国際大会の最終日、エバレット.J •グライン 
ドスタッフ国際会長就任と同時に、次期地区役員に就 

くわけで、その活躍が期待される。 

国際理事の交替 

昨年十二月、急逝された有本昌平国際理事の後任 

は、国際会則第四条十項によって、坂口正一国際会長 

指名理事が任命された。??坂口は一九七六年度335丨0 

地区ガバナI、奈良県•大和高田7'I所属、医師、69歳。 
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アトランタ大会準備着々 

村上薰国際会長が主宰する第65回国際大会が、いよ 
いよ六月三十日から四日間、ジョージア州アトランタ 

で開かれる。本会議や大会記念パレードとともに、別 
項のよぅなセミナーおよびフォーラムが用意され、こ 

れは主会場となるジョ—ジア•ワ—ルド•コングレ 
—-- フ•センタ丨 

およびマリォ 
康ット•ホテル 

I 等で開かれる 

ミ予定。日本か 
5-trらの参加者 

gは、ォフィシ 
にャル•コ—ス 
会 

大登録者が三月 
W十九日現在二 

4百十八名で、 
Hこのほか同コ 

の—ス以外の参 

辟加を含め、お 
xlよそ、si百名 

セミナ—とフオ—ラム 

第65回国際大会では、次のセミ 

ナ—およびフォ丨ラムが用意され 

ている。いずれも興味深く、知的 

なもので、大会参加者は可能な限 

り出席を予定されたい。 

ライオンズ役員指導力開発シリ— 

ズ▽退会防止▽指導力計画▽リ 

Iダ—の要件▽話し上手になろ 

う、の四部構成で、二日間にわた 

って行われる。 

国際レオ•フォ—ラム「奉仗'にヰ 

おける自主性」をテーマに、どの 

ようにしてクラブを成長、繁栄さ 

せ、持統していくかについて話し 

合う。他国のレオの考えが聞ける 

またとない機会。 

ライオネスクラブ役員指導カセミ 

ナ—クラブ役員の責任全般にわ 

たり、特にライオネスクラブ役員 

のための指導力開発へのチャ.Uン 

ジに、焦点が合わせられている。 

ライオンズのためのレオ指導力研 

修会指導力を磨き、あなたのレ 

オプログラムを成功に導くための 

もの。レオの指導者、あるいはレ 

才に関心のあるライオン、ライオ 

ための企画と言ってもよい。 

高齢化社会における老人問題二 

〇〇〇年までに、六十歳以上の人 

は六億になると予想される。孤独 

や経済力など老人の不安につい 

て、どのようにして対処し、よい 

方向へ導くかについて説明する。 

何が正しく何が間違いかクラブ 

の中で、何が正しくまた間違いな 

のかについて、あなた方自身はそ 

れぞれ部分的責任を負うている。 

視力保護セミナ—糠尿病が失明 

の誘因となっていること、糖尿病 

の八〇Kは予防できることなど、 

糖尿病と視力保護について、実際 

的なアイデアがもたらされる。 

ライオネス地区役員セミナ—ラ 

イオネスの地区はどのように形成 

されているか、その地区役員の責 

任は何かについて説明される。 

国際ユースキャンプおよび青少年 

交換セミナ— 双方ともプログラ 

厶の開始以来、大変な成長をみせ 

ている。これらを企画し、その情 

報や虎の巻を探しているのなら、 

このセミナーに参加すべきだ。ラ 

イオネスの参加も期待する。 

聴力保護セミナ—聴力関係のプ 

ログラムのうち、▽幼児のための 

が見込まれる。Iネスなら、これはまさにあなたの 聴覚テスト▽言語障害者のニーズ 

に応じる▽ライオンズ•イアーバ 

ンクのスタート、などの成功例に 

より、指針が示される。 

自己啓発生物は普通、成育に要 

した年月の七倍生きる。犬は二歳 

で成育しおよそ十四歳が寿命。し 

からばなぜ我々は百四十歳まで生 

きられないのか。その理由の一つ 

ストレスにスポットが当てられる。 

複合地区協議会議長研修会世界 

各国の議長が集まり、知識、アイ 

デア、問題点を出し合ぅまれな機 

会。ディスカッション•リ1ダ1 

には、元議長が当たる。 

YEリ—ダ—会議YE委員長と 

してやるべきことは何か、他の地 

区や国がどんな計画をし、派遣、 

受け入れの若者とコンタクトをと 

つているか知ることができる。 

世界の保健いまなお千五百万人 

もの人々が病むライ病、そしてイ 

ンドだけでも一千万人もいる盲 

人。ライ病の根絶と、その三分の 

二は予防あるいは治癒が可能と言 

われる盲人について指導がある。 

国際ライオネス•フォーラムあ 

いかわらず人気があり、出席のよ 

い部門。<フ年はメンバーシップと 

姉妹提携を通じた国際親善に焦点 

が合わせられている。 
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健康のすぐれない方に 

サン•クロレラA 
細胞膜破砕/消化率倍増 

サン•クロレラAは日商岩井㈱と共同 
研究の結果、初めて開発した製品で細 
抱膜を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。 
そのため体のすみずみにすばやく働 

きかけ、初めてクロレラをお求めの方 
はもちろん従来のクロレラで効果が認 
められなかづた方にも自信を持ってお 
すすめいたします。 
ぜひ一度サン•クロレラAをお試し 

下さい。_ 一成必_ 

テレビ朝日系12局ネット 
“暴れん坊将軍m提供中 

サンロマンX(活性美生液） 35mi 3,000円 

サンロマンC(栄養クリーム) 35 g 3,000円 
サンロマンA(化粧水） 15(M 3,000円 

サンロマンW(美顔乳液） 80W 5,000円 
サンロマンZ(頭i用） 120W 2,500円 
サンロマンR(発毛剤)^^154,500P3 

クロレラさん ミナサンニ 

TEL075(36I) 9603 振替•京都3 7 3 2 
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(864)l90l(m 

300粒 3,300円 
1 箱60g 

顆粒10包3,300円 

徳用300g 
1500$立 14,000円 

顆粒50包14,000円 

•阕％闺阕％阕阖阕％阕阕％跑阑阑囹隳％涵骂隳隳跑阑隳阑囹阑隳囹隳隳 
010 STo 8k) 5m5 cm? Sto oTo oto ot?> oTo oio 6t<5 oio oro oto oh) oTx> oTo oto Ok> 5T5 oio oTo oTo oTo oto oTo oto oto 5To oTo oto 

第65回国際大会公示 

国際会則および付則第4条3項に基づき、私はここに1982年 

ライオンズクラブ国際協会年次大会の開催を公示いたします。 
第65回国際大会はアメリカ•ジョージア州アトランタ市で、6. 

月30日から7月3日にかけて開かれます。 
今回の大会では、特別ゲストを招いての3回にわたる本会 

議、華やかな式典、盛大なパレード、有益なセミナーおよびフ 
ォーラム、次年度国際役員および理事の選挙、その他大会アク 

ティビティ•ブックにある数々のエベントがもりこまれ、大会 

史上最も盛大なものになることをお約束いたします。 
参加者の皆様をお迎えするために、ジョージア州のライオン 

ズは世界に名高い南部特有のもてなし方をもって、準備を進め 
ております。皆様はアトランタが歴史の町であり、貿易、ビジ 

ネス、文化の面でも世界の中心となっていることを知るでしょ 
う。第65回国際大会のホストとして、まさにうってつけの地と 

言えます。 
アトランタでお会いし、世界のライオニズ厶の真髄である和 

と親善の精神を共有できる機会を楽しみにしております。 

1982年5月1日 

アメリカ•イリノイ州オークブルックにて 

ライオンズクラブ国際協会 

国際会長 村上 薰 

アトランタ大会 
主要日程 

6月27〜29日 

ガバナー•エレクト.セミナー 

6月30日 

大会記念パレード 

開会式 

7月1日 

本会議 

国際レオ.フォーラム 

セミナー 

•ライオンズ役員指導力開発 

•高齢化社会における老人問題 

•何が正しく何が間違いか 

•視力保護 

ライオンズのためのレオ指導力 

研修会 

7月2日 

セミナー 

•ライオネス地区役員 

•国際ユースキャンプおよび 

青少年交換 

•聴力保護 

•自己啓発 

•世界の保健 

YEリーダー会議 

複合地区協議会議長研修会 

国際ライオネス•フォーラム 

国際ナイト•ショウ 

7月3日 

投票 

本会議•閉会式 
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新しいライオンズ国 

アフリカ大陸西部に位置するガンビア共和国が、新 
しくライオンズ国の一員となつた。昨年八月三十一 

日、隣国のセネガル共和国ダカ—ル(フラムボイアン 

卜)r$のスポンサーをぅけて、首都バンジユールにラ 
イオンズクラブが結成、認証された。 

これより前、フランスとスペイン国境のピレネ—山 

中にあるアンドラ公国がライオンズ国から退いたた 
め、現在のライオンズの国および地理的領域は一五二 

のままとなる。 

アクティビティ•トップ10賞発表 

昨年十月の国際理事会で、一九八〇-八一年度のク 
ラブ•アクティビティのトップ10賞の選考が行われ、 

受賞クラブが次のよぅに発表された。カッコ内は推薦 

した地区アクティビティ委員長で、表彰循のミニチユ 
アが委員長にも贈られる。なお、一九八一-八一一年度 

分の推薦は、今年度地区アクティビティ委員長に配布 
されている書式によって、七月三十一日までに手続き 

しなければならない。 
◎ 2 —XI地区テキサス州ワクザハチイ7,?(Hビル. 

メルトン) 
◎11-八2地区ミシガン州レイクオリオン7*|(ロハロ 

ルド.A•ゲバ—卜) 
◎27-E1地区ウィスコンシン州ウェブスタ—7■!(?? 

ジョン•M•パトリック) 
◎ H 11地区ペルー、カヤオr?(?f.ジュリオ• R •フ 

ロリアン) 

◎-01-Q3地区オーストラリア、ブリスべインパ—ド 

クラブ結成ラッシュ 

いくら会員を増強しても、一方 

で退会者が相次いでは何もならな 

い。三月号に特集した「発展^強 

化のために」の記事は、大方の関ヂ 

心を集めたが、国際協会駐在員の 

竹内修一氏が調べた結果による 

と、チャータ— •メンバIが退会 

する率は非常に少ないといぅ。そ 

ぅすると、既存クラブを細胞分割 

して、第ニクラブ、第三クラブを 

つくっていく方法が、会員維持 

——リテンションの最有力な方法 

三月の新結成十四クラブを加 

え、今年度に入つて出来たクラブ 

は五十四クラブ、この分でゆけば 

今年度中の新結成クラブ数は、昨 

年度中の六十九をはるかにこえ、 

軽く八十には達しそう。昨年九月 

二十日に結成された332-00地区の 

岩手県•矢巾7*$は、世界のちょぅ 
ど三万五千番目のクラブとして登 

録される幸運を得たが、そのほか 

今年度エクステンションにまつわ 

る話題を拾ってみよぅ。 

矢巾rlに次いで結成された336- 

D地区、島根県•美保関7■$は、松 

江湖城7Iがスポンサーになった 

が、実は隣の336-03地区、鳥取 

県•境港美保rlが陰の協力をし 

た。美保関町は地域の関係で昔か 

ら境港市と交流が盛んで、数年前 

から境港美保rlに入会していた美 

保関町の会員数名がキ！ メンバ 

Iとなつて、新クラブの結成とな 

つた。 

一月には、村上薰国際会長のホ 

スト福岡舞鶴7*Iが福岡如水rを作 

れば、福岡舞鶴第一rlが福岡赤坂 

rl、福岡西7*Iが福岡大漆rのスポ 

ンサ—となって、一挙に三クラブ 

が誕生した。福岡大濠rlの初代会 

長は一九七七*K337- A地区ガバ 

ナーを務めたn坂田嘉久、福岡市 

内には大クラブが多いので、まだ 

まだ増やせると軽く言うのだが。 

二月には333-八地区、群馬県. 

桐生東rlが同時に二つのクラブを 

結成させた。笠懸rlと桐生西rl 

で、二月二十一日、笠懸村立社会 

体育館で合同結成式が行われた。 

早川武雄ガバナ—は、現在の経済 

情勢から高い年会費では増強は無 

理、年会費六万円で十分クラブ運 

営はできる、と指導要請している 

が、それを受けて桐生中央rの^ 

遠藤雅幹は、行革の精神を取り入 

れることこそ、ラィオンズ発展に 

つながる道、と新クラブの成長を 
期待している。 

幼児の視カテスト 

アメリヵでは、就学前の子ども 

の二十人のうち一人は、視力に問 

題があるという。財全米失明防止 

協会では、「家庭でできる幼児の 

視カテスト」のパンフレットを作 

成し、障害の早期発見と矯正を指 
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“三堀一郎 

鬻隳隳絜絜隳薄隳絮隳絮隳薄i隳薄隳簾薄薄隳絮隳薄薄薄薄簾隳隳i薄薄薄隳絮隳i隳絜隳隳阑隳隳隳隳隳隳絜薄 
導している。長崎rlの^青木茂 

は、国際協会を通じてその翻訳、 

日本語版の発行の許可を取り、長 

崎大学医学部眼科教室、長崎市の 

協力を得て、長崎rlの新しいアク 

テイビテイとして、その普及に努 

神奈川県•藤沢グリーンrの^ 

三堀一郎は昨年九月三日、肝臓が 

んのため死去、相模アイバンク協 

会を通じて献眼された。チヤータ 

! メンバーで49歳、農業から、 

土地を利用しゴルフ•センタ—を 

開設、事業家として成功された。 

ゴルフはシングルで、プロ並みの 

腕前。社会奉仕活動にも熱心で、 

豪快に見えて心優しさが感じられ 

る人だった。クラブ幹事として二 

力月、例会を気にしながら入院、 

見舞いの人々にクラブ運営のこと 

をいつも心配していると語つて、 

ンrl(??ジョン•才—ルリッチ) 

©201-T1地区才—ストラリア、キングボロウrl(?? 

L.w* R •スレイ<夕—) 

◎202-G地区ニユージ|ランド、ホワンガレイ”ラ(^ 

A.S•ホワイト 

◎306|八地区スリランカ、ヌゲゴダ”ラ(??ダヤ.界. 

ワキスタ) 

◎322-B地区インド、カルカッタ•ブラドボーンrl 

QXD. M •コサリ) 

◎334- D地区日本、福井中央r (??吉岡幸一) 

心を合わせて女性も奉仕 

二月二十七日、宮崎市サンホテル•フヱニックスで 

開かれたライオネス•フォーラ厶宮崎大会の第二分科 

会の吉村容子委員長から、「クラブ運営の在り方につ 

いて」というテーマの内容報告があった。各クラブの 

発表が、多岐にわたって体験的実例として挙げられて 

いるが、その中で「魅力ある例会にするには」という 

項に、次のょうにある。 

「⑴目的を理解し、推進し、友情を深めるためには例 

会等に出席することが第一。⑵楽しい例会にするに 

は、アイデアで盛り上げる努力が必要。アンケ—卜の 

まとめにょると、司会進行をすべて幹事が行うのが五 

一打。会の内容を把握している便利さから、幹事だけ 

に負担をかけすぎるのは要注意。テール•ツイスター 

は盛り上げ方の研究を。誕生会、スピ—チ、私も一 

言、移動例会、友愛例会、同伴例会等が発表された」 

ライオンズクラブにも共通する間題提起であり、む 

しろ女性らしい配慮をライオンズの例会にも取り入れ 

てはどうだろうか。 

めている。ローマ字のEの字を大 

小、向きを変えたのを印刷し、三 

M/II離れたところから幼児の片目 

で、その開いた方向を指させると 

いぅ簡単なもの。幼稚園などでお 

母さん方に説明、その結果はハガ 

そのまま逝つてしまつた。 

熊本県•南関三加和rlのn三串 

日出夫は九月四日死去、直ちに献 

眼された。歯科医、70歳。チャ— 

夕— •メンバーで二代目会長、名 

実共にクラブの重鎮だった。結成 

十三年目を迎えて、クラブ最初の 

物故者で最初の献眼者となった。 

i 霧 b% . 

夫 
出 

日 
串 

三 

愛知県•稲沢7'Iのn東野幸三は 

九月十五日死去、直ちに献眼され 

た。社会保険労務土、66歳。囲碁 

_養 
マ.^^^ 

キに記入して保健所に送るよぅ指 
示している。要は子どもに興味を 

もたせることだが、案外、身近に 

いて気付かなかつたことが分かつ 

たり、大切な対話の素材にもな 

る。詳細は長崎7■!事務局へ。 

に特技を発揮され、地域の老人に 

親しまれていた。温厚誠実な人柄 

で、民事調停委員として、大いに 

活躍された。 

)0 
真 

村 
千 

神奈川県•松田rの^千村真一 

は九月十九日死去、直ちに献眼さ 

れた。自動車整備業、62歳。北支 

転戦ののち現地除隊、北支農業に 

勤務し、戦後引き揚げ、§動車整 

備工場を設立、町議会議員を務め 

た。繊細に事を運ぶ方で、特にア 

ィバンクの献眼登録には情熱と努 

力を傾けた。また、仕事の虫でも 

あつた。お酒を少し飲むと陽気に 

なつて、声高々と懐かしのメロデ 

ィーを歌われた、と久保明幹事は 

記している。 
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YE学生交換事業の発展 

YEによる学生交換事業は年々、盛んになる一方だ 

が、冬期、南半球からやってくる来日生が多くなって 
きた。今年度は十二月十一日から一月二十二日までの 

スケジユールで、オーストラリアから四十名、ニユー 
ジーランドから四十八名の学生が、331を除く七つの複 

合地区に分かれてホストされた。初めて四名の冬季来 
日生を引き受けた330-0地区では、その生活ぶりとジ 

ユニアクラブの協力をまとめて、YEレポートを発 

行、歓迎パ—ティでは八十一歳の千島勲ガバナ—がゴ 
1ゴーを踊り出した写真を添えて、有意義な事業のP 

Rに地区内全員に配布した。 
三月四日、日本ラィオンズ連絡事務所で開かれた第 

3回複合地区YE委員長連絡会議の集計によると、今 

夏のYE派遣生は八複合地区で合計六百七十五名、来 

日生は二百五十ないし三百名に上る見込みである。 

再び会費等の税務上の取り扱いについて 

三月号本欄の「会費等の税務上の取り扱い」記事の 
中に、「確定申告の時期を前に……」とあったが、内 

客は法人税取扱通達のことで、確定申告の必要な人と 

は無関係の記事ではないか、といぅご注意を頂いた。 
資料をあさっているぅちに、332-八地区会報『ラィ 

オンみちのく』誌一月号に関連記事があったので、そ 

の要旨を、お詫びかたがたご紹介しよぅ。青森県弘前 

市で行われたテ—ル•ツイスタ1並びに新会員スクー 

ルで、講師を務めた地区指導力開発委員長、^米沢稳 
(黒石^)が、その所感をっづって寄せられたもので 

ある。そこでの質問の一つ、ライオンズクラブの会費 

クラブがアクティビティの一環 

として製作されたスライド、ビデ 
才をご紹介します。視聴覚器機の 

発達で、<5フ後はこうしたものが増 

えてくることが予想されます。ラ 

イオン誌日本語版事務所でも、こ 

うした世情に追随して、遅まきぶ 

がらも委員会の承認を得て、テレ 

ビ•ビデオ•セットを購入して頂 

きましたので、こうした面での資 

料収集と情報交換に役立てたいと 

存じます。何とぞご協力下さい。 

『ラィオン誌』掲載の記事に感銘 

し、執筆者に手紙を出したいが住 

所が分からないという苦言(？) 

か、ご注文があります。この欄で 

ご紹介する文献資料も同様です 

が、毎年『ライオンズ必携』と同 

時に全クラブに、-B本ライオンズ 

連絡事務所より送付される『ライ 

オンズクラブ便覧』に、日本全ク 

ラブの三役氏名、事務局住所•電 

話、例会日時•場所の一覧があり 

ますので、それによって該当クラ 

ブとの連絡、通信、問い合わせを 

して下さるよう、お奨めします。 

▽ヘレン•ケラ-愛と光の天 

使 

カラ— •スライド35ミリ50枚解説 

テ—プ15分付/製作岐阜長良川 

r\解説•音楽岐阜日日新聞. 

岐阜放送 
盲•ろう•あ•の三重苦を背負 

ったへレン•ケラーは、三回にわ 

たって日本を訪問したが、そこで 

彼女が訴えたことが今日の日本の 

福祉行政の基礎をつくった、と言 

えよう。岐阜長良川7,I(加藤晴 

臣•会長)は昨年、国際障害者年 

の記念事業の一環として、次項の 

「目の不自由な人に愛の光を」と 

共に、このスライドの製作に取り 

組んだ。完成後、地区の視力保護 

盲人福祉•アイバンク運動推進運 

動委員会の事業として、地区内各 

ゾ—ンに配布され広く利用されて 

いる。併せてビデオテ—プにも収 

録し、実費程度でご注文に応ずる 

が、製作に当たつた加藤会長とし 

ては、上映効果の面からスライド 

による頒布(五千円程度)を望ん 

でいる。 

▽目の不自由な人に愛の光を 

カラ！スライド35ミリ42枚解説 

テープ13分付/製作岐阜長良川 

rl\解説•音楽岐阜日日新聞. 

岐阜放送 

「だれが見ても分かるアイバンク 

運動PR用スライド」と銘打たれ 

ているとおり、これはアイバンク 

運動のノウハウとして最適。ライ 

オンズの小委員会、小人数にょる 

集中的講座に大いに利用されるべ 

きだろぅ。頒布実費は前項と同じ 

く五千円程度。 

▽耳の不自由な人に愛のこだまを 

ビデオテ—プ25分/製作財兵庫 

イア—バンク/協力兵庫県•西 

宮甲子園r •神戸灘rl•兵庫県医 

科大学 

335- A地区年次大会の決議を経 

て、県とライオンズの共同出資で 

財団法人兵庫イアーバンクが設立 

されたのは、一九八〇年十月のこ 

とだった。我が国初の耳の銀行と 

して活動が注目されていたが、こ 

のほどその内容を対外的にPRす 

るビデオテ—プが完成した。貸し 

出し希望の向きは左記へ。 

663西宮市武庫川町 一—1兵庫医 

科大学内財兵庫イアーバンク 

電〇七九八-45-六四九〇 
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城東ライオンズクラブ納入 
1981.2. 

mMMM 
险レ機甸TEL 729-0647 

各国語版ライオン誌の顔 

香港•マカオ版1982年1月号の 

表紙に「恭喜發財KUNG HEI 

FAT CHOYjの文字が刷り込ま 

れている。漢語と英語を併用して 

いるのが、この版の特徴である。 

例えば、日本語版2月号12頁に 

掲載された村上薰国際会長のメッ 

セージのタイトルは、「ライオネ 

スを通じて和を育もう」、これを 

漢文にすると「通過女獅的服務培 

養和平的精神」となる。その最初 

の一■節をみると、 

「我們女獅會的計剡目前已成為全 

球最宏大的婦女服務團體。全世界 

現有女獅84，125人，女獅會3,365 

個分佈在七十個國家當中，進行着 

扶助弱能，照顧老人，輔導青年和 

援助亟需幫助的人士。我謹在此呼 

籲所有的獅子會都策劃去賛助成立 

一個女獅會，好譲婦女們能夠有機 

會去獻出她們的時間和才能，造福 

人羣，服務社會。」 

とある。英語でみるより、何と 

なく漢字の連想から意味が分かる 

ような気がするから、妙である。 

役職で言うと、国際協会会長は 

「國際總會會長」、地区ガバナーは 

「區總監」であり、国名はァメリ 

力「美國」、ニュージーランドは 

「紐西蘭」、メキシコ「墨西」とい 

う具合である。 

表紙の写真は昨年の世界ライオ 

ンズ奉仕デー（10月8日）にオー 

プンしたクオリーベイ公園の「ラ 

イオンズの森」での記念植樹、赤 

1色で刷られている。本文は72 

頁、スミ1色だが、写真が豊富で 

ある。 

1月末現在、香港には32クラ 

ブ、1，463名、マカオには1クラ 

ブ、41名の会員がいる。1955年に 

発足、303地区を呼称している。 

ステレオ 
fUl 

が事業経費として認められるかに対し、先の法人税の 

場合の説明後、「個人事業主については家事関連費に 
該当するという考えから、必要経費にすることはでき 

ないというのが税務当局の見解である」とした上で、 

??米沢は次のような論議を提出されている。 
「一般に事業の遂行に当たって何が必要経費かという 

ことは、その事業を直接行っている個人が判断すべき 
問題である。ライオンズクラブがどんな団体なのか、 

何のためにあるのか、正しく認識していない会員、あ 
るいは会費は払っているが例会出席は不良という会員 

では、経費として算定することが正しくないことは当 
然である。しかし仮に、ライオンズクラブが自分の事 

業の遂行上、絶対に必要なものであるという信念と知 
識をもち、自主申告を権利として認識し、国家機関が 

変更を迫るなら法廷においてこれと戦うという勇気の 

あるライオンズがいるとすれば、この場<5口はコストと 

して算定すべきである。なぜなら……」と??米沢は、 
納税者の権利と国家権力の問題として論議を展開され 

ている。 
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長寿ライオン日本 

今月の日本一は、東京文京rの 

口今岡信一良。明治十四年九月十 

六日生まれの満百歳。長寿ラィオ 

ン日本一はもとより、東京文京7■$ 

入会時八十三歳といぅのもギネス 

ものである。東京•港区の正則学 

院校長を五十年も務め、その名の" 

卒業証書の持ち主が一万人にもの 

ぼるといぅのも驚き。東京文京7•! 

では三月二十三日、満百歳を祝し 

てラィオンズ•マークと家紋入り 

の記念盾を贈った。この日贈呈の 

ためにお宅を訪れた中村武雄会 

長、髙橋勝330-八地区ガバナー、 

安斉利夫LISC第一副会長ら同 

クラブメンバ—の前に、元気な姿 

をみせられた^<-7岡は、ライオン 

ズの会員であることに誇りをもっ 

ていると言い切られた。国際人で 

あることを絶えず意識する、を人 

生訓としており、バッジとともに 

ラィオンズ精神を常に身につけて 

いる、と言う。 

”今岡の一日は、朝は七時に始 

まる。教育家、宗教家として読書 

は毎日欠かさず、健康のため正座 

を 一□二〜三十分心がける。就寝 

は毎夜最終のニユースを見るので 

十一時すぎ。最近もスぺース•シ 

ャトルを見て、まだまだ国際人、 

宇宙人にならねばと思っていると 

おっしやる。居間に飾られた「人 

生は出會だ」の額の通り、歳を重 

ねて一番嬉しいのは多くの友人が 

できたことと言う^今岡、これか 

らも国際人として、ますます頑張 

っていただきたい。 

三月号で、ガバナI選出最多ク 

ラブを紹介しましたが、その中で 

三名選出クラブのうち、大阪ィI 

ストrがもれていました。また、 

京都平安rとあったのは京都洛陲 

rの誤りでした。おわびします。 

チヤI夕I•ナイト 

5月21日(金)群馬県笠懸rl 

式典14時〜 

会場桐生文化センタ— 

5月21日(金)群馬県桐生西7,I 

式典14時〜 

会場桐生文化センタ1 

5月23日(日)岐阜西rl 

式典12時〜 

会場岐阜産業会館 

6月6日(日)北海道滝川中央rl 

式典14時〜 

会場滝川ホテル 

ライオン誌日本語版 
事務所来訪者芳名録 

223静岡県沼津 勧山弘 

223岡山中央 ㊣々ホ« 

3 3京都洛陽 堀井庄太郎 

3 4広島県三原浮城井原節二 

3 6福岡舞鶴 村上]i 

3 6東京文京 高橋 勝 

3 6茨城県土浦— 鴻巣徳次郎 

3 6 江東 太田定治 

36東京隅田川 覆康人 

311東京 細田 胖 

312長崎 青木 茂 

313棗文京 中山昌八 

315東京九段 松山能夫 

316埼玉県大宮氷川浅見勝巳 

318岩手県盛岡 中村七三 

323愛知県名古屋本丸野田貴太郎 

323愛知県名古屋本丸村瀬辰次 

地区役員交替 

331- B地区キャビネット会計^佐藤治郎は死去さ 

れ、後任に^竜宗一(北海道•帯広平原7*I)が任命さ 

れた。 

訃報 

元国際理事J?エンリク•トレイナ•カスティラ(一 

九六四-六六年度)は、昨年九月二十四日死去され 
た。南米コロンビアのイバゲ(トリマ)r所属。 

元国際理事口E•ダニエル•ジョンソン(一九五 

二-五四年度)は、十月六日死去された。マサチユセ 
ッツ州メルローズrに一九四二年以来所属、一九七三 

年に終身会員となつた。 

元国際理事ィゴン•ウヱリI (一九七五—七七年) 
は、十月十八日死去された。オーストリアのウイーン 

(オペラ)r所属。 
元国際理事^ローレンス.£11丨リー(一九五 

一-五三年)は、十二月三日死去された。オレゴン州 
メドフォード(ホスト)r所属。 

元国際理事J?ヘンリー• J •マクファ—ランド(一 

九六〇-六二)は、十二月十四日死去された。ニユ— 

ヨ—ク州アルバニー(ホスト)r所属。 
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結成登録名称 地区 
順位クラブ名 

2542 KASAKAKE 333-A 
笠 懸 

2543 KIRYU(NISHI) 333-A 
桐 生 西 

2544 KOGA(HIGASHI) 333-B 
古河 ★ 

2545 TOBE 336-A 
砥 部 

2546 UKIHA(MINOU) 337-A 
浮羽みのう 

2547 ICHINOMIYA(KITA) 
一宮 北334-A 

2548 SASHIMA 333-B 
狼 島 

2549 GIFU(NISHI) 334-B 
岐卑西 

2550 HIGO 0GAWA し.C. 
月巴後小川337-D 

2551 MARUM0RI 332-C 
丸 森 

2552 HI RATA FUKUSHIMA しC. 

2月新結成クラブ•事務局住所その他変更 
例会日時 会長•幹事•会計 

事務局住所•電話 

岩崎宗三小轜貞明篠原保夫 第12:30 
〒379-23新田郡笠懸村阿佐美3211-2笠懸農協会館 第19:00 

0027776-2511 

旃本弘勇柿田忠希根津嘉之 第2*4(木）12:30 
〒376 恫生市相生町5-111-3桐生グランドホテル 

W »0277-53-6211 

関口義夫大塚要作平并修司 第2*4(水）18： 30 
〒306 古河市東1-10-17常陽銀行古河東支店内 

00280-32-5211 

中元寅義小坂三国池川賢 第レ3(金）18:30 
〒791-11伊予郡砥部町原282小坂三国方 

00899-33-4897 

高山茂田中利幸松永隆昌 第2,4(水）12:30 
〒839-12浮羽郡田主丸町栄町2 田主丸町商工会館 

009437-2-2816 

加藤広梅村春次郎竹中栄広 第2,4( 土）12:15 
〒482 —宮市千秋町加納馬場大山9-1尾北掸物エ 

業協同組合 00586-76-2138 

小林清一郎片會幸男宮本和夫 飨2*4(水）19:00 
〒306-05锒島郡锒岛町大字生子1226片會幸男方 

002808-8-0317 

早川博富田進岩田豊 第2«4(火）12:15 
〒500 岐阜市笹土居町34-1 

00582-64-2110 

西山跖塚本和一商岡宏之 第卜3(木）18:00 
〒869-06下益城郡小川町北新田63-83塚本和一方 

009644-3-0337 

大槻衛^8辺秀雄捣田雅一 第2,4(水）19:00 
〒98卜21伊具郡丸森町鳥屋55-1窪田電気工事㈱内 

002247-2-1330 

太田正伍久保木栄富本橋喜一 第卜3(木）19:00 
平 田福 島 •332-D 〒978-02石川郡平田村大字永田戸花54久保木栄富 

方 002475-5-2230 

変更箇所 訂正 

芽 室 331-B 事務局住所 〒〇82河西郡芽室町西5条5-3 

菊 川 336-D 会計 野村敏琿 

綾 瀬 330-B 事務局住所 〒252綾瀬市寺尾本町1-17-40 

加 西北 条 335-D 事務局住所 〒675-23加西市北粂町古坂1-1加西市民会館内 

山 鹿 337-D 事務局住所 〒861-05山鹿市大宮町439 

佐黄葉がくれ第一 337-C 幹事 原田搛介 

函 館 331-C 会計 松岡幸雄 

福 井吉 田 334-D 会計 小林利雄 

羽 島 334-B 会計 宇野孝治 

福 岡 西 337-A 幹事 城崎隖吉 

大 阪淡 路 335-B 事務局住所 〒533大阪市東淀川区豊里2-24-2東淀川産業会館内 

新 居 町 334-C 会計 井上茂幹 
一 宮尾 北 334-A 会長•幹寧 浜島久•岸成美 

例会日時•例会場 第2*4(水)12:30 •愛北信用金庫本店 

革 津群 馬 333-A クラブ名 草津溫泉 

海 南 335-B 事務局髦話 007348-3-0800 

長 崎 西 337-C 事務局住所 〒850長崎市栄町1-15石井ビル3階301-B 

例会場 
(スポンサー•クラブ） 

笠懸農協会館 
(桐生東） 

恫生グランドホテル 
(恫生柬） 

常陽銀行古河•東支店 
(古河） 

砥部町中央公民館 
(松前） 

建設会館葵 
(浮羽)• 

—宮繊維卸センター 
(一宮尾北） 

杳掛香取神社社務所 
(岩井） 

県水産会館 
(岐阜伊奈波） 

商工会議所 
(八代氷川） 

丸森町民センター 
(角田） 

レストラン赤屋根 
(石川） 

006-326-0028 

東京中央セントポール330-A例会日時•例会場第ぃ3(水）12:15 •日比谷松本楼 

三 加 茂 336-A 事務局電話 0088382-2029 

金 光 336-B 幹事 荒木精弥 

福 島 it 夫 332-D 会長 重野半 

大島才 レン ジ 336-D 会計 村本登 

防 府 336-D 事務局住所 〒747防府市松崎町14-1 防府天满宮参集殿内 

防 府 中 央 336-D 事務局住所 〒747防府市松崎町14-1 防府天满宮参集殿内 

防府ゴー ルデン 336-D 事務局住所 〒747防府市松崎町14-1 防府天满宮参集殿内 

知 多 334-A 事務局住所 〒478知多市八棬字細見6 知多市商工会内 

豊 野 334-E 会計 北島悟 

落 合 336-B 事務局住所 〒719-31真庭郡落合町大字下市瀬1263-7須田会計ビル1階 

阿 波 336-A 事務局電話 0088336-5577 

志 賀 堅 田 335-C 事務局住所 〒520-02大津市本堅田3-2-32㈱木村製作所内 
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興味ある「クラブ会報拝見」 

(香川県•高松紫雲r)伊賀保弘 

『ライオン誌』の企画、編集に全力を尽くしてお 
られることが、誌上にありありと見えています。 

いつもご苦労様です。 
新企画「ライオンズニユースカセット」の 

欄は、身近なことから国際的なものまで、いち早 
く情報が分かり、表紙、グラビアの次に開くコー 

ナ—で^ON 

また、「クラブ会報拝見」は特に興味がありま 

す。小生、本年もクラブ誌『むらさき』の編集委 
員に籍をおいている関係上、他クラブの会報批評 

が参考になります。二月号に高松紫雲rl会報より 
のカットを掲載して頂き、感謝致します。 

我がクラブの会報『むらさき』はA4ョコ組十二 
〜十六べ—ジ、年六回発行で十年間継続してきた 

ものを、本年度七月号よりB5タテ組八ぺージ、月 
刊として発行しています。八ぺ—ジのぅち四ぺ一 

ジしかライオンズに関係する記事が載っていませ 

ん。市民の方々から入手したいといぅ申し込みが、 
毎月二十人以上あります。 

春が来た 

(鹿児島県.沖永良部1)福直信 

ここは鹿児島県の最南端•沖永良部島、人口一 
万八千の住む小島です.0 

農場にはじゆうたんを敷いたようなフリ—ジア 
畑があり、<5-7か <5~7かと咲かんばかりに、つぼみが 

黄色くなつている現在です。 

この美しい香り高い花を一日でも早く日本語版 
委員会の皆様にお見せしてあげたいと思い、お送 

りしました。どぅぞご覧下さい。 

この写真 
は、毎年春 

に沖永良部 
r$がアクテ 

イビテイと 

して、フリ 

1ジアの花 
を摘んで、 

施設に贈つ 
ていますが、 

その時のも 
のです。ラ 

. イオン帽が 
小生です。 

私は菲菲さんの大フアン 

(長崎県•諫早r)北嶋駿一郎 

二月号33”の「この人と語る」、期待していま 
した欧陽菲菲さんの対談、楽しく拝読させて頂き 

ました。私は歌手•欧陽菲菲の大フアンでして、 
結婚されてからはホテルのディナ！シヨーとか 

香港等で出演されていると聞いておりましたが、 
元気に主婦として活躍されていることを知り、安 

心しました。 

ご両親と一緒に住む、大変いいことと私も思い 
ますし、彼女の人柄がにじみ出ております。 

二月号にこの対談を企画されたことは、<-7年の 
第21回東洋東南アジア•フオIラムが台北で行わ 

れるからだとも思えます。参加ライオンも噌える 

こと間違いありません。もちろん私も必ず參加し 
ます。インタナショナル•ナイトにぜひとも彼女 

が出演することを祈りたい気持ちです。我が諫早 
rの20周年にも出演してもらいたいですね。 

いい企画でした。次回の「この人と語る」を楽 
しみにしています。 

■編集部より 

☆今年の一月号から始まった新企画について、 
いろいろとご意見•ご感想を頂いております。有 

り難うございます。皆様から寄せられる激励、提 
案、ご注意などが、よりよい誌面づくりの糧とな 

っていることは言うまでもありません。お気付き 
の点がございましたら、どしどしお寄せ下さい。 

☆四月四日、佐賀市の337-0地区年次大会を皮 
切りに、早くもライオンズ大会のシーズン到来で 

す。各クラブでも指名•選挙を終え、次期に備え 
ていることと思います。次年度クラブー覧のため 

のアンケ—卜を発送しましたので、ご協力下さい。 

☆「獅子吼」の題字を募集しています。書に自信 
のある方、書いてみたいと思う方、どうぞご応募 

下さい。ご家族の方の投稿も歓迎致します。採用 
の際はお礼として記今3品をお贈りしています。 

☆我が事務所唯一の独身男性であった鈴木秀晃 
君が一月十五日、四年間の愛を実らせてついにゴ 

丨ルインしました。温かいご声援をお願いします。 

■お知らせ 

特集「鎂(しつけ)」の資料として、ライオン 
誌情報通信委員の方々にご協力頂きましたアンヶ 

—卜は集計が遅れ、今月号に掲載できませんでし 
た。来月号「_(しつけ)その2」に、まとめ 

て掲載致します。ご協力頂きました方々には、誠 
に申しわけありませんが、何卒ご了承下さい。 
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月号予告，1111 

►特集……「鎂その2」。5月号の企画とし 
て取り上げたものだが、テーマの重要性を思| 
い、2力月にわたって特集を組むことにした。: 

岩手県•盛岡Pが中心になって展開した「母とI, 
子のきずな-愛の3力年運動」を紹介するほ1 

か、ライオン誌情報通信委員にご協力頂いたァ 
ンケートの集計結果もまとめてみる。 

;►この人と語る……北海道•釧路に住む高橋良 
ヤ台氏は、世界唯一の丹頂鶴自然公園の管理人。 
氏の飼育の経験を通して、珍しい丹頂鶴の生活 
を大いに語って頂いた。話を聞くのは伊貝実委 
見 
►招待席……東京大神宮の宮司を務める衫松山 
能夫（東京九段P)が、思い出に残る「出会っ 
た人」を綴る。 
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ライオン誌日本語版委W会 
国際理事慕悦康人坂口正一 
委貝技 村上望城W集M杉浦明 
委W 諸并益次郎（330) •伊貝実（331)•嫌戸光一（332) •杉 

浦明（333) •鏟田博正（334) •柏岡十三介（335) •村田 
寿太郎（336) •村上望城（337 > 

ライオン这日本語版啪務所 
亍104東京都中央区築地2-2-1 

話(03 ) 542-9571 
築地細mビル7陏 

三月十八日から一週間、今はやりのフ 
ル厶—ン旅行に、気がねのない友人夫婦 

と二組で参加した。いつも吖、飛行機で 
の気ぜわしい旅行と違い、赤字国鉄に協 

力しながらの、目的をもたないのんびり 

した旅であった。私も一昨年から昨年に 
かけて六回の海外旅行をし、だいぶ旅慣 

れはしているが、のょぅに電車に一 

日七、八時間も乗りずくめでは、いった 
いどぅなることかと、まずその不安でい 

っぱいだった。しかし、その心配は第一 
日目の仙台から京都までの旅で、全く思 

い過ごしであることが分かった。楽しい 
語らいと華やいだ雰囲気で時間の経つの 

も忘れて、「え、もう京都に着いたの/」 
と言うほど。七時間も乗っていたとは感 

じなかつた。 

そのよぅな楽しい気ままな旅を続けた 
わけだが、この旅行を通して感じたこと 

は、人生忙中に閑をみつけて日ごろやつ 
てみたいと思つていることを、ぜひ実行 

してみるべきであるということだ。私自 

身、国内旅行に家内を連れて一週間もの 

間、家を留守にするといぅことは、到底 
できないと思っていたが、二、三力月前 

から仕事をやりくりして、どうにか旅に 
出ることができた。要は時間は作らなけ 

ればできないということである。「忙し 
い忙しい」では、いつまでたつても忙し 

いで終わつてしまうということも分かつ 
た。ゆつたりした中で、日ごろ自分には 

見つけることのできなかったょい面、悪 

い面を再発見できるのではないだろうか。 
車中四人で話しているうちに、三月十 

九日が我々の結婚三十年目であることが 

分かり、大騒ぎとなった。私もそれを意 
識して家内と一緒に旅に出たわけでもな 

いし.、家内のほうもそれを知っていた様 
子もない。それだけに感激もひとしAだ 

った。その夜は早速、長崎名物卓袱台料 
理に四人で杯を上げた。口では三十年だ 

が、これでどうして長く険しく、ょくも 

あきずに一緒に暮らしてきたものだ。こ 
れから先、また三十年以上も一緒に生活 

して行くことを思うと、やはり夫婦とは 
本当に不思議な組み合わせだとつくづく 

感じる。お互いに、よく自分のような者 

と一緒にいてくれるものだと思って暮ら 
せば、長持ちするのではないだろうか。 

この旅行中、娘から面白い本だと奨め 
られた『人間万事塞翁が丙午』という本 

を読んだが、誠にその通り、人間の明日 
は全く分からぬもの。しかし分からない 

からこそ面白いとも思うし、生きる張り 
合い、望みがある。人生の吉凶、禍福は 

予測できないところに、その人生たる所 
以があるのではないだろうか。運命また 

然り。宿命と運命は異なるもので、運命 
は自分の努力次第で変えて行くことので 

きるものと信ずる。忙中に閑を作り、い 
つも自分をしっかりと見つめ、無理せず 

健康でラィオニズ厶の高揚に努めたい。 
(ラィォン誌日本語版委員•錦戸光一) 
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亍379-01 
群馬県安中市磯部混泉1の12の5 
(妙義•荒船•佐久国定公園沿） 

〒299~52千葉県勝浦市墨名820 
亍104中央区銀座8-10 
(8 丁目1〇番ビル1F、2F) 

亍390-15 
長野県南安曇郡安蜃柯さわんど 
(中部山岳国立公園内） 

—I&明^的1RI呢 

11，刪網誠 

ライオンズ会員経営ホテル•旅館•料亭•レストラン紹介 
HMWK—IdJMUlia—■ 

^ ^ ^ r舌切雀のお宿』国際観光旅館仙况此 

維水安中ホテル磯部ガーデン秘并俊作 
勝浦ホテル三日月 
活魚料理ぎんざ三日月亭 

松本深志テル深沢光¬ 
政府登録国際観光旅館 

東京銀座® _ _雲._ M桜井清次 

勝浦(04707)3-11擱 
^a/1階店571—1300 

^^2Pie572 - 0070 

乗鞍高原 

(026393)2910 

東京渋谷 羽根田公男 

東京f白水道橋クランドホテル 

国際観光旅館 

村木正義 

^中UJ1I英一 

逋鉄ホテルエンバイア—，、I 了 
浜 松遗鉄ホテル館山寺二6正屯 

〒413 熱®市和田® 
〒259~03神奈川県薄河原町 
亍410-22靜岡県伊豆長岡町 
〒410~24靜岡県修罃寺町 

〒113 

東京都文京区本鄕1-33-2 

亍250~04 

神奈川県箱根町小箱谷温泉 

〒413-04靜岡県賀茂郡東伊豆印 
稻取1504-4 

〒413-04靜岡県賀茂郡東伊豆町 
槠取1503-2 

〒4彳0~221靜岡県伊豆長岡町 

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

箱根（0460) 

2-2231-5 

稲取（0557) 

95-2045(代） 

亍431-12浜松市舘山寺®1965 

亍430浜松市元城®168番地 
緑の浜松城公園瞵り 

T431-12 
静岡県浜松市舘山寺®2227 

〒917 ヂ 
福井県小浜市一番町2_10 

x 910* 41 

福井県圾井郡声原混泉3-803 

伊豆長岡 
05594~8-1304(代表) 
東京案内所690-3931 

舘山寺(05352)7-0311 
TELEX4225-521 

名約虽田 

浜松(0534)57-1111代 
TELEX4225-056 

舘山寺（05352) 

7-0611(代) 

東京営業所574- 8451 
靜岡営業所52-3513 
名古屋案内所571-4947 
大阪案内所363-4901 

営業期間4罔下旬〜11月上旬 
冬期間事務所_ 
松本市駅前（株)遇州蜂蜜本舖 
TEL0263-32-2608 

東京案内所03(456)3201〜3 
名古屋案内所052(971)0806 
大阪案内所06(251)_ 

純日本式離れ旅館 
東京案内所 
03(463)7192 
シンクル 170室 
ツイン 43室 
トリフル 7室 
特別和室 1室 

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

稲取溫泉に於ける代表的伊勢 
海老、磯料理の店と旅館。 
近<に稲取ゴルフ場有り。 

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） 

乗京営業所 
名古屋営業所 
大阪営業朗 
福井案内所 
金沢案内所 
萬山案内所 
仙台案内所 
北海道案内所 

563 -0 3 6 6 
261-6 7 01 
362-7 8 8 6 
0776-23-0920 
0762-33-1331 
0764-42-2515 
0222-23-6874 
011-222侧、2 

小浜(07705) 

2-2050.2051 

芦原（0776) 

77-2500 

政府登録国際観光旅館 

八 木 八木弥太郎 
〒910-41 芦原（0776) 

福井県坂并郡芦原温泉4-418 78-5000 

政府登録国際観光旅館 
大阪道頓掘ホテルセイリュウ吉川 

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 
政府登録国際観光旅館 
若 水 
政府登録(島家新館） 

宝塚グランドホテルX胃 

中の坊瑞苑 

〒579 
東大阪市上石®町1-11-12 

〒669-68 

兵庫県美方郡温泉®湯 

亍665 
宝塚市湯本町9-17号 

亍665 

宝塚市栄印3 丁目10—1 

東大阪（0729) 
si-some 代） 

湯村(07969) 
2_ 1000(代） 
TELEX5755-756 

宝塚（0797) 

86-0151(代） 

宝塚（0797) 

87-1111(代） 

東京予約せンター03-43&-3560 
大阪案内所06-466-0489 
名古屋チェンジホーン052-452-8065 

名古屋案内所562-1100 
大阪案内所722-4984 
m岡案内所82-6880 
栗京案内所694-1226 

各室130室収容人貝700名当通泉81大の 
規 <9を找り、近代的想党のニュー澳風。 
風雅な败吞屋造りの松SBIと、景萤な 
施段を持つています。 

長生園S、プール 

シティー&リソートホテル 
栗大阪河内し.C例会場 
栗大阪甬しC例会場 
栗大阪栗L.C例会壩 

大阪案内所06-314-0194 
京都案内所075-463-3062 
神戸案内所078-641-0128 

武庫川の淆流数寄屋の御部屋 
展望隨一御殿風呂、御姬風呂 
近郊に名門ゴ;しフ場10指余有り 

世界のショウ上演 

有馬グランドホテル 
国際観光旅館 

水 郷 

日本雒ぶ•••ホテルサンJb-トチェ-ン 

ホテルサンルート高知 

梶木雅夫 
EM— 
T682-07 

岸田繁行鳥取県東伯郡羽合町上浅津 
6の1 

亍780 (高知駅前） 
高知市北本町1-1-28 

羽合（085835) 

3521(代） 

大阪案内所(06)353-8800 

岡山案内所(0862)79-3479 

«知(0888) 芋約センター 
栗 ^375-1068名5屋221-7024 
仙台67-2041大阪341-1605 

TELEX5882-150札幌261-8768福岡713-1826 

◎この頁の広告申込みは、（侏〉三水仕〒1〇4束京都中央区銀座1 03(562) 1561〜2まで 



r'him/ 22区画次、 
分譲 

■所在地茨城県鹿岛郡大洋忖上沢卞农砂户78 

■地 M 山林（現況セ地） 

■IK _i 積142nv (43坪卜347 m 105坪 

■総面械 4,483故(私道693m*含む) 

■逍 路アスファルト舖装4.5m 

■，没 m 水;£1•艰Xリ1込済（15び別途mih 

排水=馅中浸透式 

力水=建築時に個別浄化W 

_広ぐ,釘効昭57. 7 .31まて 

交ilfi : [«1鉄晚岛神’A•駅からバス30分 

八ス怜よリ150 ノートル 

中：都心から成田まで速; 

を利⑴して2時間30分 

窓を開ければ海が見える 
ファミリーガーデン《エド》 海 
〇海•望の絶拔地 

〇海へ•.段のヒナ段本格造成地 

〇夏は海水浴場まで150メートル 

〇冬暧かな黒潮海域 

〇海や湖のレジヤーが楽しめる 

〇別荘はもちろん永住も可能 

LC会員に優先予約受付中 

3.3m2 11万8千円を10万0千乙百円均一 
総額4,566,600円(43坪)11，151，000円(1〇5坪） 

fお申込みは-\ 
■た卜.來京都知啪免,作（ 3 )3021iy- <xド〉シリーズでW賴を築く 

江戸証券不動産株式会社 
〒彳50東京都渋谷区道玄坂卜19 9第一暁ビル 
TEL (03) 4 6 2 — 0 5 21代表 

または砂川正男0(03)445-1400 
由iのため完売の隞はご容敉ドさい。J 

現地案内者002998(鹿島)2 7309藤田進 

m 

!の 
!絶 

现地モデルハウス 



f*号 

mu 

安心してお屮込みください 
代金は卬箱;をお••之取りに 
なってか匕お送りください 

ご注文は下g己申込害記駐 
例こ参照の上、戸！！上の 
氏名.生年月日を椹害で 
ハノキりお街きくたさい 

沿セ.ノトの場合 ももて 

★お急ぎのお申込み御相談はお電話で0552-35 - 8688代 

fEn, 

金m 

三印、 金肋 

叫A/•は定f.|•後.週叫前後 
で邦送いたします, 
tj おなUこめさない叫た 
は受取後週叫U内の返 
品•交換はごn山ですかぐ, 

単品を申込t場合福徳搿三{ 

あなたr,番Sflfl号 

住 所 
々•りがな 
ft 名 W 

生年月日 性別 
泛印.lps 
什奉印K号 金86 

実印|己号 金M 

银行印•記号 金W 

st* mi 

あなたの«1 

生年月日 

金〒 

SC 

鼠 裼逆， 

mm 

特殊B判サイス•オールカラー153頁 
ご希aの方はお/ \ガキでお申込み下さい。 

印 
鑑 
の 
吉 
相 
条 
件 

I閒運沲定証害無N発行 
2 li起のよい「御宝印守袋J 

3鼉服開運御守礼 

し^^.t:Tfか％^紐す邮ですI 

ぼ『心の柱旖料進呈 

代金後払い 
開運認印又は仕事印 

このよろな欠けた印や雉ぎ合 
せの印はさけだいものです 

福徳寿開運実印•銀行印•認印3本組付 

本誌聽者にわの無繼典." 

開運実印又は銀行印 

開運実印又は銀行印 

0 

甲府市伊勢二丁目 
十二二十II 

⑼日本印相協会 
ライオン4係 

0 

❖認印か仕寧印の別を 
ハツキリとお害き下さい 

(緣起の良い開乎判金張りケ—ス付 

參，| 

fe印.直II 

I • oscm•長さ6cm 

n DJ p nj 

iipp 
Mm 

-sOUMfM 

牙き 
仕*EC実物大見本# 

義蠡 
1りル.7リ逆 

IしII汀一し"吁 
-n — ::n. /L 

nホ1芸術響に輝く鰍石先生の印 
I生忘れ得ぬこの感激を 

皆様にお伝えします 

会社社長0MI 

{.•小^のHIJは間迷印鑑のM.S-I 

権威深澤鳅>fl先1-:がIr.lい 
鑑4:(:よって•人地^:然の坪«■ 

にかなぅよぅ、印材：？:体. 半信半疑が親子三代の 
彰刻(:総へM的に調和をWっ幸せになろうとは…… 

て(V-成される.：/U令te>::入の印人阪府人版山ベh'J-WJ北 
鑑です。^験あらたかなほ 大野1®由 

んものの間巡^-相印として、 
しかも.}J価を人巾にド迥る 

•U心的価格によ〇て、令W 

の^越をliiめております。 
どうぞ^心してお屮込みの 

h、すべて|:;以心こもる{.小家 
の格凋,W,いf彫り；Aの開J1 

1*11鑑の從価をお確かめ.去い。 

# 
荚物大fsr印見本 

※実印か銀行印の別を 
ハツキリとお書き下さい 

PHms. 

男竹用 WS .tsic&a径！ 5cm•長さ6cm 

女性用*印.iR行 ssgil丨• 35cm•長さ6CIT1 

印円印円 
510相〇 

吉5’辟.00 
級23高15 

Ipf 
牙スちス 

象^I 
本む^ •■%• 

T—ひ*T- 

b)■水■ 
(MM ( MP 

1/^1/^ 

i tIfi 

響f 

J<J< 

5 3 

円円円 
- 〇 〇 〇 

ee,80,0’ 
66 8 8 8 

s-57)7 

川？り付 

4 ?金ヶ 
:ll!:e:;:判 S 

trlIrlG tT 念 

巧;;M 
.i;-!7 gHiils 

一訟5cmn<lp*lp( •05U1 ui ui 

del相相相 
J-A;^吉吉吉 

R:!!l級上上 
M^-r高特特 

丨牙牙牙 
象象象 

本本本 

I)m)8 
/IX /IV /V 

ハツキリとお«|き下さい 

鑫りケ-ス付 

实印实物大艮本 

_ 

男性用 iws •银-.cs^lil?— 

女性用^印.S8一 直^- • 355.&さ6'"1 

印円印円 
HW 咱00 

I 吉25.•赔18, 
"!一也咼場 

"f持--7 
鉗fT印英物大見本 象&む 

;餅林餅 
石ヒ剁2把 

(;5芯5 

!- Mm 



盲導犬 
昭和53年12月道路交通法が改正され、盲導犬を使っている人を見たら、運転者は徐行す 

るか停止するよう義務づけられることになった。道交法が盲導犬を認知したのは、全国的 

に盲導犬が普及してきた時勢にあわせたためであるが、あなたは盲導犬をご覧になったこ 

とがあるだろうか。 

富山市にある北陸盲導犬訓練所と、活躍する二頭の盲導犬を訪ね、その有り様をカメラ 

で追ってみた。本文ルポ記事「1人百円の醵金で展關される富山県の盲導犬事業」（45ペー 

$)と併せてご覧ください。（撮影/本誌） 



^. 

病院勤務の古井良洋さん（富山市）は昭和51年10月、この盲導犬 

ナナとパートナーを組んだ。バスと電車を乗りついで、雨の日も雪 

の日も主人を導いて通勤している。健常者とくらベて少し違う点と 

いえば、歩くスピードがやや速いことくらいだろうか。それと、盲 

導犬は道路の左側を歩行することに義務づけられていることである 





北陸盲導犬訓練所は、市街地から少し離れた富山市北代田淵、静 

かな新興住宅地にある。坂井貞夫所長と創立当時からの所員多和田 

悟さん、B乍年訓練士として入所した佐藤節代さんの3人で盲導犬の 

訓練を行っている 

102 
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佐藤節代さん（19歳）は、この4月で訓練士見習として丨年がすぎ 

たばかりのニューフェイス、ただ今訓練の勉強中というところ。抱 

いている子犬は、ラブラドル•レトリバー種、近々訓練に入る予定、 

今は大いにはしゃぎまわっている。盲導犬はシェパードとこのラブ 

ラドル•レトリバーの2種が主である 

104 



コイン時計紳士用 コイン時計婦人用 
現金価格77，500円 現金価格57，500円 
分割価格79,800円 分割価格59,800円 
(月づき7,980円X10回）（月づき5,980円X10回） 
送料500円（分割•現金共）送料500円（分割•現金共） 

幻の金貨といわれるアメリカ合衆国の20ドル金货、10 
ドル金貨。この金货のレブリカを文字盤にした精巧な 
クォーツ時計が完成しました。ムーヴメントは精度邱 
差土15秒以内というスイス製クオーツ。バッテリーは 
国産も使える水銀電池。そして西ドイツのアリスト社 
が世界に誇る純金加工の仕上げはまさに逸品。3ミク 
ロンの純金張りの時計側、ベルトは泉•華な雰囲気の中 
にもシックな感覚をもった一•流品です。 
紳士用は、ブラスプリッシュ仕上げの20ドル金貨レブ 
リカ、婦人用は同じくブラスポリッシュ仕上げの10ド 
ル金貨レブ*U力を文字盤にした格調高いコインウオッ 
チです。 
本物の20ドル金货を使用したコインウオッチは175万 
円で発売されましたが、それと同じ外観、耐久性でグ 
ンとお求めやすくなったこのレブリカウオッチは今ヨ 
一ロッパの上流階級でも人気を集めています。さり•げ 
なく真白いカフスからのぞく金の雰囲気は、あなたの 
ファッション感覚をひときわひきたたせてくれること 
でしよう。 

東京03(671)2500 
大阪06(773)2500 
名古屋052(563)2200 
横浜045(251)2500 
札幌011(271)2200 
福岡092(281)2500 
仙台0222(66)2500 
ダイヤルは正確にお廻し下さい。 
年中無休•午前9時〜午後9時 

癱％品はご注文受付後2週間前後でお届け。お支払いは商品到若後7日以 
内で結構です。万一気に入らない時は10H以内なら返品もできます。（返送 
料のみお客様ご負担でお酣いします)。 

•ご注文以外のお問合せは…003(673)2101へ。 
*カラー版新製品情報达急送.ゲご希望の方は「悄報誌送れ」と紙に害き、 

300円(〒共)分の切手を同封してお送り下さい。 

籲商品番号 

鲁商品名 

參〒住所 
(フリガナ） 

•氏名 @ 
(フリガナ） 

♦年令 

參電話番号 



篆刻の本場中国の高級印章が 
ご自宅に居ながら注文できます 

A-04 ん19 A-14 C-02 C-01 

象牙•鳥かご 象牙•細刻画 象牙•細刻画 赤瑪瑙 赤瑪瑙 
径I8X高60ミリ 径I8X高60ミリ 径12.5X高60ミリ 径I4X高50ミリ. 径I3X高45ミリ 

45,000円 14』00円 10,000円 20,000円 20,000円 

758 

759 650 

好みの卞沐のT.彫り“級印が、I却内の半値KTドでご注文できます。 

•プレゼント•キャンペーンの発表 

本誌3月号に掲載いたしましたく中国芸術印章プレゼント〉 
には、実に：1800名を越えるお申込みがございました。敝正な 

る柚選により、つぎの方力?た力?当選いたしました。ご希望の 

印材を用いて、ご希望の字体で：上海集雲間の3人の名匠たち 

が、制作して、おとどけいたします。お手許へのお届けは、5月 

1日頃でございますので：お楽しみにお待ち〈ださい。（敬称略〉 

•ご注文の方法-まず、ご希望の印材と、字体をお選 

びください。官製ハガキに、下図のように、ごKAになり、 

集古房〈ライオン〉係へお送りください。ご注文のハガキ 

が当房に届きますと、折返し請求をお送りし、同時に中国 

へ発注いたします。上記価格はすべてケース入りです。 

•お支払し'(戈金は、当房からお送りする振替用紙で1 

中 村 m 五 (宮崎県 宮崎市） 
杉 山 京 (舴岡県 浜松市） 
鈴 木 武 夫 (京都府 京都市） 

永 昌 昭 (鹿児岛斟 加世田市） 
蔽 田 安太郎 (山形県 酒田市） 
釤 山 日出三 (岛根県 大社町） 
木 下 明 男 (和软山県 和歌山市） 
藤 村 清一郎 (秋田県 田沢湖町） 

越 兵 門 (大阪府 豊中市） 
成 井 安太郎 (神奈川m 横浜市） 

▲ナ？々n鉍□由ここに掲敢の日附ゃ日膨は、見本の一■部ですこれ 
▼ハノ w ノ只日王す1ら実用印のほか、蔵獅'獅' 会tt印撕就を 

数多く掲黻したカタログを贈呈中。当房「レ5(系」までハガキでお申込みを、 

週問以内にご送金ください。価格には4字までの刻字料が 

含まれています。印章のお届けは、40〜50日位です。 

印章注文書 

1. 印材(記号） 
2. 字体(番号） 
3. 彫る文字 
4. おところ 
5. お名前® 

おとし 
6. お仕事 
7. 電話番号/I 
注文券をおはりください】 

日本代理店 

U4 ^ 
恧151東京都渋谷区代々木2-2 分 
郵趣会館003(379)3333(代）^、ヽ^^ 



鱗 

► 2月25日、北九州市に桜の苗木70本を寄贈。贈呈式のあと、若松 

区の響灘綠地.自由広場周辺の斜面に会員ひとりひとりが植樹を行 
った。 （福岡県•北九州若松デ） 

▼ 2月7日、マイナス30度の寒さのなか、母子家庭や独居老人宅の 

屋根の雪降ろしと除雪をした。屋根の上には1奴以上の雪が積もつ 

ており、20名の会員が2時間余り悪戦苦闘、雪と戦った。 

▲1月31日、「第22回ライオンス旗争奪近隣中学校対 

抗駅伝大会」を開催。これまでの最高35チームの参 

加をみた。大会前日はコースの点検と危険物の除去 

を行い、当日はコースの交通指導に当たった0 



► 2月‘20日、村上薰国際会長の提唱に沿って、青少 

年育成の一璟として「青少年の主張」の発表会を開 

いた。これは町の防犯協会、教育委員会、警察、青 

少年健全育成町民総ぐるみ運動推進協議会の協力を 

得て実施したもの。青少年の訴えは300佘名の聴衆に 

深い感銘を与えた。• （北海道•斜里多ラ） 

▼ 2月28日/春の全国火災予防週間〃に因んで、春 

の防火パレードを行った。「火の用心」のマトイを先 

頭に消防音楽隊、名古屋太閤海洋少年団、ポーイス 

カウト、ガールスカウト' 消防車が名古屋駅周辺を 

パレード。またチラシやポケット吸いがら入れも配 

布し、人々に防火の必要性を認識してもらった。 

(愛知県•名古屋太閤多ラ） 

I 

^ . £ 
ン‘ 

▲ 2月6、7の2日間、心身障害者のためのウインタースクールを 

島根県.三瓶スキー場で開催、会員10名がポランティアとして参加 

した。スキーやチヱアスキーを通じて、大自然の中で雪と親しみな 

がら、連帯性と協調性を養うことができた。 （広島県•三原多ラ） 

►二月二十三日' 村上国際会長の「一人|本 

以上の植樹を」といぅ提唱に基づいて、御厨 

神社に梅の木百本の植樹を行った。 

(兵庫県•明石二見7?) 
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◄雪や泥水、排気ガスで汚れた町内主要幹線のカーブ•ミラ 

一の清掃に、2月6日と13日の2日間にわたり、延べ52名 

の会員が出て作業に当たった。 （山□県，鹿野デ） 



.''.屡■」 日本ライオンズクラフ分布図 
1982年2月28日現在 

ライオンズ国 
または領域 

315,566 1.328,351 

508 2,548139.960144,089 4.129 

331-A 

331-巳 
331-C 

北海道G0央地区）49 

北海道Gfi北•遘東地区）87 

北海道Gi南地区）52 

48 

86 

52 

49 

87 

52 

3,066 

4.239 

2.746 

3,173 

4.321 

2.735 

107 

82 

All 

332-A 育森46 46 46 2,311 2.334 23 
332-巳 岩手50 48 50 2.130 2.265 135 
332-C 宮城63 60 63 2.666 2.712 46 
332-D 福島66 64 66 2,939 3.029 90 
332-E 秋田49山形41 88 90 3.803 3.898 95 
333-A 新潟62压灌ft群馬39 98 101 5.342 5.628 286 
333-B 茨城67栃木48 112 115 5,026 5,197 171 

333-C 千葉69 69 69 3.139 3,264 125 

330-A 東京153八丈島•三宅島 152 153 7.984 8,068 84 

330-B 神奈川112/山梨27/大島•神津島(栗京都) 141 141 7.108 7.188 80 

330-C 埼玉68 66 68 2,901 2,976 75 

334-A 愛知89 88 89 6.589 6,899 310 

334•巳 岐阜40.'三重24 62 64 4,098 4.256 158 

334-C 靜岡60 60 60 3,775 3,935 160 

334-D 富山33/石川26,福并22 81 81 5,297 5,377 80 

334-E 長野50 49 50 2,803 2,939 136 

335-A 東兵庫81淡路島 81 81 4.907 5.055 148 

335-B 大阪127/和歌山24 150 151 10,299 10.482 183 

335-C 滋質23京都48菜良17 88 88 5,677 5.725 48 

335-D 西兵庫56家* 55 n 56 ' 3,299 3,431 132 

336-A 徳島26高知23/香川26小豆島•面島 

愛媛41大三® 

113 116 6.611 6.771 160 

336-B 馬取20 /岡山59 79 79 5,241 5.345 104 
336-C 広島82因島•向島•江田島•貶美島•麄懺島- 

大崎上ft•大崎下島•生匚1* 

82 82 4,290 4.350 ^ 60 

336-D 島根40山□ 53大島 92 93 4.445 4.632 187 

337-A 福岡81対馬.€岐（長崤阑） 78 83 5,822 6.029 207 

337-B 大分42宮崎34 75 76 3,795 3.882 87 

337-C 佐賀20長崎38屯戸ft.大#.五島 57 58 3.198 3,283 85 

337-D 熊本35天草.鹿児島37奄美大島.屋久島• 

德之島•檯子島•沖永良部島沖袋119 

宮古島•石垣島 

88 91 4.414 4,910 496 

⑧ 
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SEIKO 

^CREDOR 
輝ける一秒を刻む名品 

左•嬅人用1.600.000円（HQD-504)右•綷士用2.i^.000円（HFX-964)いすれも檷灌小充価格•HQD-504ケース.タイヤル•リュウズダイヤ入り•HFX-964ケース 
ダイヤ入りリュウズオニキス入り•いずれもケース•ハンド.リュウズはI8Kイエ□—ゴールドサフアイヤガラス•携帯情度平均月差：15秒以内m電池は2年（轉士用）及び3年（祕人用）を目安 
に交換しrくたさいなお、あらかしめセットされている時計の電池は、懺能.性能をチェックするためのモニター用霣，也です•お貢上けの壤には保II書をお確かめくたさい•価格は予告なし(-変更す 
る*!含があります•カタログをこ希望の方はハガキにご住所.お名前、おとしをご1己入のうえ〒1〇〇-91東京中央郵便局私書箱317号部時1+店CLI係までお申込みください 
響お求めは.クレトール•シヨッフて'1 

資れゆく無言の時。 
大いなる時の証し、クレドール。 

どれほどの長い年：：：：が、その技術を磨きあげてきたことだろう。tを«る、石を磨く、時を計る…OB, 

無形のもの、有形のもの、たぐいまれなものたちが一つに結びつき、いまクレドールが1-:まれた。 
クォ—ッという20世紀の独削も、加わるべくしてそこに加わった。 

金の時計、その独特な不思議なtみを腕にするとき、人は別111:界(:遊ぶという。 
クレドール、現^^生んだ至高を椀にするとき、 

人は、長い人生の中でめぐり合った*唯•，を.S濂する。 
タレドール、かつてなかつた時。 

最高のものたちの、美しい調和。 \ 

■ I 
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華やかで熾烈なる卜一 

ナメントはフィニッシュ。 

Iパトロンと呼ばれるギ 

ャラリーたちは、来年へ 

夢を残して4帚っていきま 

した。美しき興胬。新鮮な感動を心に刻 

んで。美津濃の〈マスターズ•卜ーナメント〉 

ゴルフクラブとゴルフ品は、栄 

光のドラマから生まれました。 

さあ、お始めくたfさい。兄るドラ 
C5P 

ゴルフクラブ1000セット限定販売 

，13本セット(W=l.3.4.5 I =3~9.PW.SW)V300,000 
•ウッド林組(1.3.4.5)- 

•アイアン9本組:3〜9. PW SW、 

參 
參キャティバッグ 

♦ホストンパング 

參ゴノレフシューズ 

•シューズケース 

鲁ヘッドカバー.4本組 

¥120，1 
¥180, 

;のマークのお店て 
わ求めくたさい マから、プレーするドラマへ 

m製 

c^MAS 
TOび柳 

新製品 

TERS 
JAMENT 

Fiesta of Golf 式 


