
ロータ リアン諸君

点 は

`[:

ミスター 。ロータリアン,焦器は君にある。一

サービスの理想に生き, 日々ll己 の11活 の中に叉

他人の生活の中にそれを′11か して,表わして行く

人は君自身だか
',で

ある

今 Hこ の体大な |IL界 的運動に於て最も重要な人

物は賞は君 |:l身 なのである.lJ故ならば全|IL界 100

ヵ国lC及ぶ 442.000人 以 11の ロータリアン達にこ

そ全ロータリー運動の成否がか つヽて存している

からである.

ロータリーはた 君ゞ自身があらしめたいと願 う

形にしかな
',な

いのである ロータリーはただ君

が達成せしめたいと願 う通 りの事しか達成 |‖末な

いのである 末るべ き 1 li間 1呼 び人類への本仕に

邁進する時、 ロータリアンの 1人 々々に焦器が置

かれるのは方にこの lllで ある。

諸君の 1人 々々が所叫するRCの 働きを理解 し

ロータリーの有効能卒的な行政機構を理解してい

る事を私は確信している 自lち RCの llH々 クラブ

のレベルから力||‖ 1ク ラブの活動を指導し全世界の

ロークリーの勢力を損大するRIと 構せられる一

人運誉機構に迄が1る 全機構を1諸尉各自が理解して

いる事をlirl:信 している

各加盟RCは この運螢機開の重 l■・な 1部 を成し

ているのであるがその真の目的はた 一ゞつ、自lち

人間を通じて一つの単純な川!想 を賞現する事―諸

君ならびに各地の諸君と同じ様な人々とを通 じて

賞現する事である.個人を通ぜず して1山の何慮に

理想は表現を見出し́得ようか.

我々は時 としてこの開聯を忘オl勝で.|ヨ 分丈が

馬しうる事をRCや地匡やRIに してもらおうと

営にしている IF・ が間々ある

我々がRIと 薔するこの立派な機関,自口ち忠賞

で0旨卒的な事務局―役員、理事、委員達―を擁 し

又有用な文献である‖L誌及び Hl行物をもち,国際

協議會及び色彩讐な大會 ロータリー柴學基金,
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1957-58年度R,].書長チャールズ G・

並びに.その他の優秀なリカカ制度を駆使している

RIの指す方向は|り 1に た 一ゞつである。自lち我々

がロータリアンと者]す る1‖ 々人を卜l ltし ているの

である それは諸■liを ,私 を、そし́て |IL界 中の全

ロータリアンをIJ指 しているので,そ れ故にこそ

焦瓢は君にあると云 うのである.或意味で千1自 身

がロータリーである.

ロータリーに封する熱意に於て、我 々は暖々多

くの美しい心を駆 りllて る様な綸を柑iい ていると

云えよう 例えば各人がそオtぞオtの立場か
',約

を

lHく 、そしてあれやこれやの本イ1:1面 に強調を置く

しかし全般 として綸に於ては,前景にくつきりと

浮 き|||て 末るのが所謂ロータリアンと構するlbl々

人である 個人と組織 と運動の開係を決して忘れ

ずこの事賞を絶えず念頭に保つて行 くことは極め

て重要である.

‖t界が破滅の危機に頻しているこの緊迫した 1寺

代に.善意と理解の人 として奉fI:す る責f千.義務

機會を想起することはまことにil要である

11途に横わるこの苦しい|1寺代lC「 一卿何故ロー

タリーは (機関としての意味 )何等かのll策 を講

じないのか」「伸I故 ロータリーは獲言しないのか 」

「何故ロータリーは立場をとらないのか。Jと 云い

|||す人も出かれない患難の時機もあるであろう.」

442.000人 のロータリアンが静に
'「和に, 品威

と目標をもつてロータリーを賞践すると云う員倉J

な仕事に従事しているが故に、 ロータリーは日々

何かの解決をなしているのだと悟れば、それは我

々にとつて何 と慰めとなり安心の出末る事賞であ

ろうか 自1ち ロータリーはl敷 10萬の善意の人々の

有力な/1_活 を以て41滸に語つているのである.我

々が専門の、質業の、叉lL4人 としての生活にロー

クリーの理想を適月1し ようと務める時,地域「 L會

の必要と義務に 又話[であろうとllf産 にいようと

同胞に封する我々各自の態度にロークリーの理想
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を適用しようと務めるHキ。 それこそロータリーの

執る立場だと云えるのである。

この故に焦釉は君個人にあると云えるのである

何故ならは君自身のもつロータリー的フェアプレ

ーの湖念 と矛盾 しない行をしなければならないか

らである 例えばνЧつのテストlC照 らして語 り.

行動し,[J菓 と行を律しなけれはならない、又地

域fL會 に於ては良 き市民たる
‐
/i格 と:lllll和 したψi場

をといなけオ1は ならない。

又我々は竹.ロ ータリーに於ける働きが方にlJ

産に′liず るかを銘 !i」 する llが大切である たとえ

て云うならば、波がガ|や砂にくだける遠い遠い地

鵠|で lJJlき が′
liず るTI千

賞を知1る 馬には海邊にウ1つ て

llllの うづまく様を見ていさえすればよいのである

ロークリーlC於ては各會11が ロータリーの′
lli舌

を賞践し.人 々がロータリーの思慮深さと頼 り張

さをZヽ 要とする場合にこそ働きが生ずるのである

日
'ち

諸君の家庭, クラブ.事務所.事業所.地域

fL會 の中に

`liれ

る.:i`君の

`li活

が他人の′
L・ilrに 鯛

れ他人にllし思いや りを11:し .他人の助けとなる

必要が存する場合にそノしはlWJく のである

友情にみちた本イ|:に よるロータリーの力をiた し

て見逃した りi邑 小劇1旧 した りしないようにしよう

ではないか。9300の地域の 442.000人 のロータリ

アンの′ll活 に於てロータリーの理想が力強い′Lけ

る力である場合には、我々の日標に向つて|り |な進

展が存するのである 自lち 兵
′
rfに 基 く友情的1岬 |

|IL界 7_lH標 へ
.

もしこオtか らの lヵ イ1]出 l我 々の前に開かれてい

るあらゆる分り1の機0に 於てロータリーの日標を

|・ 分に獲静「させるべき各脅員の俯 う責任を君 も私

4)全 ロータリアンがり1受 けるならは、稟llFに llす

る人111の 水遠の探究にはずみを興え、やがてはす

べての人‖lを IJ Hlに するに貞||1南た末るであろう

ミスター・ ロークリアン,焦粘は吉にあるのだ

ロータ リーの 友-8月 嘘

テ ン ネ ン ト會 長 夫 要

次ば「バッズについて」を御覧 |. '.r L^
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数年前,あ る男が我々の町のある美しい通りに 1軒の

家を買つた。却々美しい家ではあつが庭は大分荒れてい

た 彼日隣家の 11人 に云つた「庭師を入れなけれはなら

ないのだがね,正直のF/r家 を買 うのに有金をはたいて F
つたのだ。」すると隣人はこう云 う提案をした「毎朝 5時

↑に君の家の庭に行くから一緒に庭の千人をしよう,そ
うすれは 1文 もか ヽらないじやないか Jこ うして敷週間
の間,毎 日出Illl甫 1に 2人は 1時 1ゝ宛働いた 間もなく樹
々は形よく整ス_られ,芝生も花壇 も整然となつた。この

親切な友人こそ北カロライナ州ラ́ッシュヴィルてメ・しての

人々に「バッズJと 呼はイ|て いるデi― ルズ(」
。テンネ

ント氏である.

1957年度RI會長に指名されたHキ , アシ
“

ヴィ′じクィ

ムズ誌は大きな見出しでn-3ら かに「パ ッズテンネント と

印刷 し,記事を書いた 賞際アッシェLヴ ィル 1打でブ 1-
ルズ テンネントを知らない人はいるがパッズの名を知|

らない人は少い.出 Iのハイスクーノじの花形選手であつた

時代から彼はこの名で通つていた。そしてこの名は彼の

父が子供の時から彼に興えた糸中名であつた

彼は苗木業者,民間国製の リーダー,家庭的な人で,

ノースカロライナ西部のブルーリッデとグレートスモー

キーマウンテンズの間のフレンチ 。プロード・ リバー谷

で生涯を途つて末たロータリアンである.6月 末には彼

が會長に選はれた名春を祀 う篤に地E全般で「ロータリ
~バ ツズ°テンネントの日」を催し, ノースカロライナ

知事,元 RI理事ルーサー・H・ ホッデェズ氏も参加し

た.バ ッズと彼とは大學時代の友人で又ロータリー仲間

でもある

「パ ッズは20エ ーカーに及ぶ美しいテンネント苗木園を

6(874)

紐誉しているが,彼はこの農園をそもそものはじめから

育てあげたので「市場に出せるよい品種を育てあげるIC

は 7年か るヽよ」と云つている

彼は學/4F_時代には先生になりたいと思つていたのであ

るが段々戸外の自然を相手にする仕事に入つて行つたの

である,又 1時は新聞記者として 成功した時代もあつ

た。彼の今日ある萌芽はすでに 5才の頃の逸話によくう

かがわれる。或朝彼は桓根の板のさけ日に朝顔の種がこ

ぼれているのを見つけた.上が少しそのまわりに風で吹

きよせられ,雨に濡れ,ついに嚢芽 した 彼はその夏中

この朝顔に水をやり,ついに4 5イ ンチの高さに成長

して毎朝花が険く様になつた

1/rで筋道を正して云うならは,チ ャールズ・ゲイラー

ド・テンネント1741894年 アッシュヴィル附近の農場に生

れた。1筒 カロライナ州より移住した家族の 2人 の兄弟 4

人のlll妹の 1人 である 彼等の祀先は二jL― シ・ヤジーの

l11身で先予1の 1人は今日のプリンストン大学のit身であ

る小カレデ倉1立に興つた.パ ッヅのln‐親は金持ではなか

つたが 6人の子供には皆大學教授を授けた

アッショヴィルで小學中學高校と學んだが,いつも讀

み,書 き,国養,帰論, とりわけスポーツが大好きであ

つた.1914年 ノースカロライナ人學に學びやがてバスケ

ットボールの花形となり, 4イド41の時には大學のパスケ

ットボールチー′、の主特となつた。又文にも長じ大學新

聞「タールヒール」の編集に宙 り,大學の雑誌,文藝部

雑誌等にも寄稿した。又シJi― クスピヤに就いてのソネ

ットを作つて 5弗 の賞金を得たこともある。これは営時

としては人金だつたと彼は云つている 大學では叉ファ

イデ′し夕・セーク・ フラターニティに加盟し,文藝サー

クソしのシグマ・ウプシロンフラターニティにも加盟して

いた。歴史及び英文學を専攻して1918年 BAになつた。

大学時代の最高の名春は「金羊毛メグル」を得たことで,

これは毎年大學の最 L級生の中最 も秀でた學生 8名 に公

に興えられる賞である.彼は食堂の給仕をしたり,書籍

の販賣,洗濯物の配達等をして苦學し乍ら勉張したので

あるから並大抵の努力ではなかつたのである.

彼の大學生時代は丁度第 1次大戦の最中で,彼 も大學

4年の中頃陸軍に入り,少尉となつてジョージァ州のキ

ャンブハンカックで壮丁の教育に営つた。大戦が終ると

彼はアッシュヴィルに戻つてタイムズ祗の記者として働

いた 又北カロライナ国民防衛除の騎兵士官に任ぜられ

た パッズは記者としての仕事に2ヵ 年間熱心に従事し

文才のある事を自分自身にも他人にも示した。しかし彼

の大好きな戸外のFIl物が彼の生活から離れて了つた事/1t

寂しかつた。この時にパッズは苗木栽培業を始めようと

rHE ROTARY・NO‐TOヽ10



決心し,殆ス′ど資本なしで, テネンド苗木間を始めたの

であつた

この頃域々パッズはパ スケットボール試合のレフェリ

ーをしたが, 側々ある1時 , 応″1,の 11に 一際大きな‖卜び

弾を聞き伸;然そこへ目がFFつ た 宿命であつた そこに

見たV)の は「
.曽

て月′たためしもない美しい大きなとび色

のひヽとみであつた 」と彼は,ス う_こ の |の 持主の名はジ

エッシー・マーサーと云い,ォ ハイオ州からこの町へ移

つて末たお嬢さんであつた 2人は間もなく一緒に山腹

の ドライプをする様になり,そ して結婚に迄こぎつけた

パッズとジェッスの間にllt,子 3人 と娘 1人孫 6人が

ある,テ ネント家が家族として一番葉 しい思い|||″ 1キ ャ

ンプの旅で,毎年 1, 2度は山や釣 りの馬には池l川

′
ド地方

ヘキャンプに出かける 幸に奥さんのジェッスもこう云

ら事は大好きで,家族があれ程落着いて満ち足りている

のはその訓イ¬|し た理llylと 忠賞さのおかげだと思 うが, そ

力 J、 大なる伴度に皆の興味が ・致している篤だと思 う,

シJン スは愛情深い l・lで あり

“

H母 であり,教 f7に ■lし て

)ヾ熱心な夫人である〉.

1930年代に於けるパッスの取引の ‐つはグローl′・バ

ークコンミッションとで, その際相手方の公貞1官 にハー

ハート・K。 キャスキーと云う名の人がいた この人が

ロークリアンで頻にバ ノスに何|`11か ロークリー人會をす

すめたが彼の返r!fは ぃつ 1), ノー・リンクスであつた

人學時代に彼は何の會にでもやたらに入會したので, =
オ■からは決してどんな會にも人會はしまいと決心してい

たのである しかし3「l■ Hに アシュウィノしRC人會をす

すめられた‖|_パ ッズはハーパート・キャスキー氏の様

なサ1派 な方がRCに惑きつけられている以 Lは ロータリ

ーには何か あゞるのではないかと思い始め,段 々タリつて

末るにつれてRCを好く様になり2に 1935イ
|三 に入會を受

諾した 彼が會員になつてから後は,私がロータリーの

要鶏:を 色々彼lC教 える役日を引受けた そして 3年後に

は,彼 とジェッスと一緒にロータリーのサンフランシス

コ大會に参加したが, この時或朝の食1下 の際我々はボー

ル・ハ リスに會つて蠍1談するJFが 出末た

ロータリー倉J立者と伸:然會い,大會の国際的友情に接

した」「によリバッズの耐野は債まり, やがて我クラブの

銀祝の年に彼はクラブ會長に選はれた そしてその飾に

はボール・ハリスがわさわざli薄演者として末會して ドさ

つたのである。やがて地FIガバナーとなり1048-49年 に

はRI理可f,第 1副會長となつた 彼はロータリー4L活

の1用 の多くの委員會の委員長や委員をrlJめ , ロータリー

糾l織 の色々の部げJで扱われる3者 1日 l題 にも通H尭 している.

1951-52年 及1954-55年には財務委員會委員長,又 1951

u― タ リーの友-8月 眺

-52年 には投資委員長,又最近には数千の人々をルサー

ンのRI大會に喩途する篤の北米喩途委員會委員長を勤

めた。

1958年度グラス大會にはバッズが議員を1カ めるのだか

その際彼はテキサス州名朴州民 として‖l席 す るの であ

る ロロち1952年 オースチンでロークリー地匝大會が,1さ

れた際知IJlの アラン・ シィバーズ氏がテキサス式帖f子 を

彼の頭にかぶらせて,名 2]州 民の莉琥を興えたのである

最後にrrlび として一っの話を占き足すが, 今から吸ヵ

月前,パ ッズは薔友と一緒に釣に出かけようとしていた

この旅は山の中に人るので電話の通する所からrlお 2日

3日 離れた所へ行くのである 旅装を幣えて却々やつて

末ない友達を待つていた そこへ電話が鳴 り,長距離電

話がか つヽて末た RI會長指名委員rv.委 員長かいの電

話で折名を受言ヤ|し ないかと云 うのである パッズはびつ

くりして,無意識にすく'様彼らしい返 Jfを した

1君
i・rは もつとエリい考が出ないのかね J

パッズはきつと今でもそう考えているのであろう し

かし米凹及び諸外園の数千の友人達は指名委員はこれ程

よい指名はなし得なかつたろうと確信している そして

:κ君自身でそれが少りる時がきつとくるものと信ずる
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