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◆会長挨拶 小林信雄会長

国際ロータリーの公式標語について

確認しておきたいと思います。各クラブ

の認証状に国際ロータリーが公式に採用

した２大標語が記されている。（注．地区

ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会『Welcome to Rotary』）

a) 超我の奉仕 Service above self

b) 最も良く奉仕する者、最も多く報いら

れる。 He Profits most who serves best.

ロータリークラブ創立者ポール・ハリスがシ

カゴでロータリークラブを創立したのが 1905

（明治38）年2月23日であったとされている。

彼の生誕地はウィスコンシン州ラシーンであり、

ニューイングランドのウォリングフォードで育

った。アイオア大学卒業後、各地を５年間放浪

し、1896（明治 29）年シカゴにて弁護士開業

後、ロータリーの設立となる。

そして、1947(昭和 22)年 1 月 27 日シカゴで

逝去されていますが、その間 1910(明治 43)年ジ

ーン・トムソンと結婚するが子供には恵まれず、

夫人は夫の死後、兄の済むスコットランドのエ

ジンバラ市で余生を送り、

ポールの死後 16 年 1963(昭

和 38)年 82 歳で亡くなって

いる。夫人は夫ポールが死

んだ後に、住みなれたシカ

ゴの邸宅を売り払いその大

半をロータリーに寄付した

とある。

夫人は夫の思想を忠実に実行したものでしょ

う。ポール・ハリスは生前ロータリアンは「寛

容なれ」と述べたとある。寛容とは、本来は｢心

が広くて、よく人を受け入れること｣なのである

が、ここの説明は「己を忘れ他の人を愛し、思

いやる心をロータリアンが身に付け一般の人々

に及ぼし、隣人に、地域に、そして世界の人に

も思いやりの心で奉仕することが最高の目的」

となっている。

われわれロータリアンはこれを目途に「超我

の奉仕」の道を歩み続けたい。
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第 2507 回例会 5 月 24 日 18 時 00 分点鐘：志津本

今週の合唱〈国家斉唱、奉仕の理想、四つのテスト〉

① 開会宣言と点鐘 ②お客様紹介 ③会長挨拶 ④幹事報告

⑤次年度会長・幹事 紹介及び挨拶 ⑥お客様ご挨拶

⑦出席報告 ⑧閉会宣言と点鐘 ⑨懇親会

前回の記録（5 月 17 日）
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◆クラブ協議会
・クラブ奉仕委員会

・社会奉仕委員会

・職業奉仕委員会

・国際奉仕委員会

◆7 月 12 日、26 日のお客様紹介

2011－12 年度第 6分区寺田 憲司ガバナー補佐

これからの１年間、皆様方

のご支援ご協力を賜りガバ

ナー補佐職を精一杯務めさ

せていただきますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げ

ます。

2011年３月 11日に発生し

た東日本大震災は、第二次世界大戦後最も深刻な状

況となっております。 しかし、人々のパニックはな

く、救援物資は数百万人の被災者のもとに正しく運

ばれております。“日本人のスピリット（気概）は失

われていない”と異口同音に諸外国のマスコミ報道

が伝えておりました。それは、長年培われた日本の

家族制度からなる日本の風土というか日本人気質で

あります。

さて、本年度ＲＩ会長カルヤン・パネルジー氏は

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

と発表されました。このＲＩテーマを実践するため

に３つの強調事項をあげられました。第１の強調事

項は「家族」第２は「継続」第３は「変化」です。

山田ガバナーは、「各クラブ運営に際しましては、Ｒ

Ｉテーマと３つの強調事項を取り入れて頂きたいと

思います。」と、申しております。私の役割は、山田

ガバナーが提唱しております地区活動方針「より強

力な魅力あるクラブに」を各クラブのロータリアン

の皆様と共に邁進していきたいと思います。具体的

には、地区の 10 項目の重点目標（１．五大奉仕部門

への理解と実践－クラブ委員会数の見直し ２．各

クラブ 10％の会員増強 ３．会員研修の充実 ４．

クラブ例会の充実 ５．職業奉仕の重要性の再確認

６．各クラブで社会奉仕部門での新規事業の立ち上

げの検討と実践 ７．国際奉仕活動への関心と実践

８．新世代の健全な育成 ９．ロータリー財団と米

山記念奨学会への理解と協力 １０．ＲＩ国際大会

参加の推進）をガバナーと共に実践すべく協力、努

力して参りたいと存じます。

どうかよろしくお願い申し上げます。

≪略歴≫

氏 名 寺田憲司（てらだ けんじ）

生年月日 1935 年（昭和 10 年）5月 28 日

現住所 〒297-0026 茂原市茂原 382

TEL 0475-24-2253

事業所名 豊國商事㈱

所在地 〒297-0026 茂原市茂原 382

☎0475-24-2253 FAX 0475-22-3018

ＲＣ歴 1977 年 1 月 6日茂原 RC 入会

1980 年～1981 年 同クラブ幹事

1992 年～1993 年 同クラブ会長

2011 年 7 月～第 6分区ガバナー補佐

認 証 ベネファクター、ポールハリスフェロー

★この度はご利用いただきありがとうございま

した・・・有)小倉観光サービス小倉光夫様

◆3.11 東日本大震災義捐金 2,000 円

◆出席率

会 員 出席者 出席率
２５名 １９名 ７６％

5月 17 日
コインＢＯＸ
１，８００円
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