
1967～68年度.RI会長の目標

Make Your

Ro,ory Membership

E「eclive

1967～ 68年度RI会長ルーサー・エッチ・ホツジ

スの第 1声は Make Your Rotary Membership

Effectiveで あります。直訳すれば `貴下のロータ

リー会員資格を効果的ならしめよ' とか `貴下の

ロータリー会員資格を有効ならしめよ' とい うこ

とになりましよう。あるいは `貴下のロータリア

ンとしての地位を効果的 (有効)な らしめよ' と

いっても良いかも知れません.ま た他にも色々訳

しかたはありましようが, これを標語的に表現す

るならば,`ロ ータリアンとしての貴下の資格を効

果的に' とすることも出来ましよう・ 要するにホ

ッジス会長は,われわれロータリアンがロータリ

ーの会員である地位を,有効に働かして国家社会

の為めに貢献せよ, ということを強調 しているも

のと考えて良かろうと思 うのであります。従いま

して,「貴下のロータリアンとしての地位を効果

的に」 といつても必ず しも間違っておるとはいえ

ますまい.いずれその正式な訳は文献事務所から

発表されることでありましよう・

そこで会長は此の目標達成のため次の 4つ の項

目をあげてお ります。

Get perSOnally involved in Rotary.

Exercise leadership by being suCCessful in

your oWn business or profession.

Be loyal to your own COmlnunity and nation

and serve the■■wherever possible.

Keep informed and deVelop an understanding

イ

ド

・

Of the problems of peoples of other nations.

第 1の Get persOnally involved in Rotaryは

`自 からロータリーに熱中せよ' とでも申します

か, `自 分自身をロータリーの中に巻き込め'と い

うことでありまして,我々ロータリアンはそのロ

ータリーの会員としての真価を発揮す るた め に

は,先ず第一に自からその真只中に飛び込んで行

かなければならない,そ してその理想とする奉仕

に適進すべきだということをいつておるのだと思

います.

第 2の Exercise leadership by being suCCess‐

ful in yOur Own business or profession は `自

己の職業に成功して指導力を働かせ' とでも申し

ますか,或は `自 己の職業で成功することによつ

て指導力を発揮せよ' とでもいいますか,と に角,

我々ロータリアンは先ず我々個人がその従事して

いる職業に忠実にその運営に最善を尽し,成功す

ることによつてその指導力を振えということであ

りましよう。自分の仕事に成功もしないでは指導

力を振 うことは出来ないのは当然であります。 ロ

ータリアンは職業人であります。先ずその職業に

忠実であつて,他人のお世話をせよということか

も知れません

第 3の Be loyal to your own COmmunity and

nation and serve them wherever possible

は, `自 己の地域社会や国家に忠誠を捧げ,あ ら

ゆる機会に奉仕せよ' とでも申しますか, ロータ

リアンはそれぞれその所属国家があり,地域社会

があることでありまして,そ の所属する国家社会

には忠実なる国民であり市民である筈 で あ りま
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パストガパナー 宮 脇   冨

す.ロ ータリーは一定の方針や規定をもっておる

のでありますけれ ども,ロ ータリアンの所属する

国法や宗教,風俗習慣は尊重しておるのでありま

す。査にロータ リーの良さがあり,普遍の発展が

あるのであ ります。従いましてロータ リアンは,

その所属国家社会には忠実なる市民でなければな

らないのであ ります。会長はこの美点を強調し,

その愛する国家社会のため何処であろうと出来る

ところで,ロ ータリーの奉仕の理想を発揮せよと

いつておるものと思います

第 4の Keep lnformed and develop an under‐

standing of the problems of peoples of other

na6onsは `事情に精通し他国家の問題の理解を展

開せよ' とで も申しますか,世界平和に寄与する

ため,ロ ータリアンは自分の国以外の事情に常に

精通し,その国民の間にある種々なる問題につい

て自分で理解するのは勿論であるけれども, これ

をロータリアン以外にも理解せしめるようつとめ

よ, ということであろうと思います.

要するにホッジス会長は,此の世紀の理想とも

いうべき, ロータリーの奉仕の理想をいやが上に

も盛んならしめ有意義のものたらしめるには,先

ずロータリアンの個々が, 自からをその渦中に投

じ, 自から範を示 し, クラブから初まり,全世界

に及ぼそうというのでありまして,誠に簡単で ,

誰にでも,何処でも出来ることであり,最も効果

的なことであるように思えます。お互ロータリア

ンは幸いにその会員たる資格が与えられたのであ

りますから, この資格を充分に会得し, この地位

を効果的に利用して,住みよい社会,国家及び世

界を造ろうではありませんか.

ロータ リーの友-7月 号

ホッシス新会長と固い握手をかわす東ケ崎次期会長

ホ ッジス新会長の略歴

新会長ホッジスは,パージニア

州の一農村に生れ, ノースカロラ

イナ大学を卒業.長年にわたリマ

ーシヤル・ フィール ド会社の副社

長であり,フ ィール ドクレス ト・

ミルスの支配人であった。

1950年にマーシヤル・ フイール

ド会社を辞任,西独駐在合衆国経

済協力局産業部長に任 命 せ られ

た。彼は1954年 より1961年に至 り

ノースカロライナ州知事に選ばれ

後にケネディ及びジョンソン大統

領の下に商務長官をつとめた。

ホッジスは1923年以来のロータ

リアンで,RIに はこれまで,理

事,地区ガバナー,諸委員会委員

長として奉仕している。彼は,国

連の安全保障理事会の顧間であっ

た。彼は現在ノースカロライナの

チヤベルヒルRCの会員であるが

その以前には リークスビルスプレ

ーRCの元会長でもあリニューヨ

ークRC会員であった。
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