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14：00

点 鐘

第 3 分区Ｂ

等

ガバナー補佐挨拶 第 3 分区Ｂ ＤＡＧ 石井七郎

ＤＡＧ石井七郎

国歌「君が代」「奉仕の理想」斉唱

14：15 基調講演

『ロータリークラブと私』
第 2790 地区バストガバナー

白鳥政孝様

本日の第3分区Ａ・Ｂの合同IMにおいて皆さまの前
で基調講演をということに加えて「ロータリークラ
ブの本質」を語れと言われ、大変光栄に思っていた
のですが、どう考えても私の力量で皆様がそれぞ

れ考えているロータリークラブの本質を画一的にか

そうなるまでに3年ぐらい掛かりました。それまでい

くかくしかじかあらねばならないと述べることは到

つ退会するかチャンスを窺っていたのですが、親睦

底かないません。なぜならば、ロータリークラブに

活動委員会とかインターアクト委員会などの委員に

対する皆様の姿勢は10人10色の価値観を持ってお

させられていくうちに、辞めるに辞められなくなっ

り、しかも、クラブの伝統といえるクラブの文化もご

たというのが実情でした。皆さまの中にも思い当た

ざいます。その価値観と文化とがあいまってクラブ

る方もいるのではないかと思います。

の雰囲気を作っているので「ロータリークラブの本

重荷であった週報の作成を何回も担当し、テープ

質」とは、と軽々しく述べることができません。そこ

起しから始めて、分からない言葉を訊きながら要旨

で並木ガバナー補佐と石井ガバナー補佐および実

を纏めるのに苦労しました。そのうち要領を覚えて

行委員会の皆様にお願いして「ロータリークラブと

テープ起しよりも、話の要点をメモして卓話の要旨

私」というテーマに変更させて頂きました。IMの準備

を書き上げる方が数段早く、しかも正確にできるよ

がある程度整っていたのですが、ご関係の皆様の

うになりました。こうした経験は、その後の各種講演

好意あるお許しを得て今日の運びになったことを

やセミナーを受講する際にメモをとる癖がついて

お伝えして話に入ります。

大変役に立ちました。

1925年にノーベル文学賞を受賞したイギリスの劇作

クラブ活動ではいろいろな役目を与えられてセミ

家であり、辛口の評論家で有名なバーナード・ショウ

ナーや地区大会、情報研究会やIMなどの会合に出

がロータリーを一口で表した言葉に「ロータリーと

席しているうちにロータリーの神髄とか職業奉仕の

は金持ちが昼飯を食べるところだ」とか、「ロータリ

本質を少しずつ知るようになりました。それまでに

ーを殺すには刃物はいらない、前年度踏襲していれ

気にもかけなかった洞察力、寛容、親睦、利己と利他、

ばいい」と言っています。バーナード・ショウ独特の

多様性、高潔性、リーダーシップとかの言葉に触れ

表現ですが、ロータリークラブの本質を単的に指摘

ては、一体それは何か、また世界の識字率、貧困、環

しているように思います。この皮肉ともいえる言葉

境、水保全、ポリオなどにも関心をいだくようになり、

を念頭において「ロータリークラブと私」について

それらを真剣に考えるようになりました。

話を進めてまいります。

そうこうしているうちに、思いやりの感性（センス）

私は市原ロータリークラブに46歳で入会し、33年

が、私のロータリーライフの中でごく自然に育まれ

目になります。入会してからは、与えられた委員会活

てきたのでしょうか、クラブ、家庭、会社での自分の

動を通して先輩からロータリーの知識やルールを教

行動に変化が起きているのに気づいてまいりました。

えられてロータリーの全体像を描くことができまし

周囲にたいして感謝の念を持つようになってきたの

た。それはクラブ例会からよりも、セミナーへの往復

です。

の車中や炉辺会談での談話からロータリーを知るう

鎌倉時代初期の道元禅僧（曹洞宗の開祖）の言葉

えに大変効果がありました。日ごろいかめしい顔付

に「霧の中を歩めば、覚えざるに衣湿る」という一

きの先輩と委員会活動で行動をともにし、ロータリ

節があるそうです。朝、起きて朝もやの中を歩いて

ーの話を聴くにつれ先輩ロータリアンに親近感を抱

帰ってみると、知らないうちに衣が湿っていた状況

くようになりました。

をいっています。その場所にいるときはわからない

それからは例会に気軽に出席できるようになり、ロ

が、知らないうちに自然と環境の影響を受けている

ータリーを身近に感じるようになってきました。

という話です。このようにロータリーも例会の出席

を重ねているうちに意識せずともよい影響を受け

なうは難し」です。しかし、「知行合一」「言行一敦」

ることもありました。

です。知ったら行なわなければならない、言ったらそ

中国の孔子の後を継いで仁・義・礼・智の徳を説い

れを行動に移さなければならないと思い、今でも努

た孟子の「孟母三遷の教え」を思い出します。

めていますが、なかなかその域に達することはでき

その母親は最初に墓の近くにあった住まいを、次に

ません。いまだに発展途上の人間です。

市場の近くに、さらに学校の・近くと三度も居を移し

ロータリーに入会して13年目から6年間地区職業

替えて、子どもの教育のために良い環境を得ようと

奉仕委員会と2年間地区青少年交換委員会を経験し

しました。環境の及ぼす影響は大きいです。

ましたが、多くの先輩ロータリアンや地区委員の

入会してから暫くしてロータリーの職業奉仕を知

方々との交流から今までにない知識を得て、数々の

り、それまで考えても見ない世の中の経済活動の内

イベントを通して友情を育むことができました。多少

面的な仕組みに関心を持つようになりました。学生

仕事に影響がありましたが、それを補って余りある

時代は資本を有する資本家階級と自己の労働力以

ものがありました。

外売るものをもたない労働者階級とがあり、労働者

20年ぐらい前のことですが、八千代ロータリーク

階級は資本家階級から搾取されているという仕組

ラブのPDGの鈴木憲輔先生が地区職業奉仕委員会

みを聞き及んだ時の驚きと、同じくらいの衝墾があ

のカウンセラーをされていました。私はクラブから

りました。世の中の仕組みを見る観点の幅が広くな

推薦されて地区職業奉仕委員会の委員になり、記録

り、様々な見方を身に付けることができてまいりま

係を任命されました。記録係りですと職業奉仕のセ

した。

ミナーの記録を纏めて報告書を作らなければなり

ロータリーの職業奉仕からは、分業の社会におい

ません。セミナーの基調講演とかフォーラムをテー

て自分の職業は天から授かった天職と心得て、社会

プ起こしから始めるわけですが、これは大変でした。

の仕組みの一端を担っていると意識して、自分の職

しかしクラブで週報をやっていたときの経験が役に

業を懸命に全うしなければならない務めがある。つ

立ち鈴木先生に指導して頂きながら報告書の作成

まり職業を通じて世の中でお役たつという考え方に

に励みました。鈴木先生の薫陶をえてロータリー以

接した時にも目を開かされた覚があります。それま

外の雑談の中に学ぶことがたくさんありました。

では自分の生計を立てるのが第一義であり、ただ、

その時委員ひとりでありました成田クラブの成田

お客様のためになることだけに集中して世のため

数正様との出会いも忘れることができません。

人のためなどは思いもしませんでした。学生時代が

この方の読書量の多さに驚き、大いに刺激を受けた

第一のカルチュアーショックとすれば、ロータリーの

ものです。成田さんはロータリーを退会してからも

職業奉仕の理念との出会いは第二のカルチュアー

毎週のよう素晴らしい内容の書簡を送って頂き4冊

ショックでした。そしてロータリーに深く傾注するよ

のファイルになっています。

うになりました。

地区委員の体験は、1クラブ内のそれとは比較に

「超我の奉仕」にある奉仕の理念や「最もよく奉

なりません。ロータリーの広さ、奥行きの深さを実感

仕する者、最も多く報いられる」という経営の真理

したものです。今、ロータリーはクラブや地区を越え

を学ぶと同時に、その考えを身につけようと努力し

て、さらに国を越えたグローバルな活動を奨励して

たのですが、学ぶことはできても身に付けることは

おりますが、その価値やメリットは限りなくあると実

本当に難しいと今でも思っています。「言うは易く行

感しました。

同じようなことがクラブ内のメンバーとの交流か

開するのが、ロータリーの基本であると考え、ロータ

らも感化されて趣味や仕事の幅も広くなり、今まで

リーの理念と実践の関係は切り離すことはできない

にない音楽、絵画、建築、旅などに強い関心を持ち、

と思うようになりました。

美しさへの感性（センス）が身につくようになって、

その時、ホンダ技研工業の創業者である本田宗

ロータリーは私の人生に豊かな彩りを添えてまいり

一郎さんの言葉に出合いました。「理念なき行動は

ました。それは予想をはるかに超えたもので、私に

凶器であり、行動なき理念は無価値である」といっ

とってロータリーは、感動的であり、刺激的であり、

て、理念のない思いっきの行動は会社の発展どころ

教訓的であり、未知の世界への誘いであり、人生最

か、会社の命取りになりかねない。また、どんな立派

大の師に出会ったといえるほどになりました。

な理念も実践しなければ意味がないと、理念と実践

もっと知ろう、もっと学ぼうという気持ちも湧い

の関連について明快に述べていたのです。本田宗

てきて、学べば学ぶほど、また交流の輪が拡がれば

一郎さんが社長を辞めたときホンダ自動車の売り

広がるほど、私にとってロータリーは奥行きをまして

上げは3千9000億円だったのが、今では9兆円以上

まいりました。ロータリーに入会して職業奉仕の思

を売り上げるグローバル企業へと成長し続けていま

想的な面ばかりでなく「知的な好奇心」も大いに刺

す。会社は本田さんの遺された理念を忠実に信奉し

激されて、いろいろな感性が身に付き、確かな判断

てきた結果、世界的規模の会社にまで発展していま

力（常識）が付いてきました。今振り返りますと、ロー

す。

タリーのメリット（ロータリーからの贈りもの」とは、与

そのホンダ技研の理念とは人間尊重を掲げ、自立、

えられるのではなく自らの知的な好奇心、向上心を

平等、信頼、それに買う喜び、売る喜び、創る喜びな

高める行動のうちにあったのではないかと思いま

どを掲げています。内容はロータリーの理念と殆ど

す。ロータリークラブが礎とする親睦と奉仕の中に

変りがありまません。もし、後継者が創業者の理念を

自己を研鎮する機能が備わっていることです。これ

逸脱して利益最優先に走ったとすれば今日のホン

はロータリーの大きな特徴ではないでしょうか。

ダの発展はなかったかもしれません。行動の裏付け

何ごともそうでありますが、自ら求めなければ得
られないのです。しかし、私はいつもそのような気
持ちでいたのかというと、そうではありません。た

となっている理念（哲学）が如何に大切であるかを
知ったのであります。
入会したてのときは、ロータリーの理念について

だ与えられたことを誠実に尽くすということをして

は殆ど理解しておりません。分かりにくいロータリー

いた結束、そうなったのではないかと思います。

の理念を書物や人に教わったりして知識を学ぶこと

ロータリークラブで学ぶことが多くあったのです

も大事だが、ある程度学んだら実際に行動すること

が、次第にロータリーの思想（理論）と奉仕（実践）と

で理解のヒント得られました。もう一度本を読んで勉

の関連に関心を持つようになりました。ロータリー

強．しようとか、反省して次の実践の時もう少し改善

は一つの人生哲学である。それは実践しなければ

を加えようとか、果たしてこの実践活動は理念に沿

ならないといわれていますが、原理を踏まえていな

っているかご

い実践だと世に役立つ活動とはいえないのではな

つまり学ぶことと実践の繰り返しが、より高いレベル

いかと思うに至り、理論と実践の関連についても考

の親睦と奉仕へと移行します。このように理念を学

えるようになりました。一人ひとりのロータリアンが

んでは、実践する。実践しては学ぶ、の繰り返しが、

ロータリーの理念を踏まえて世に役立つ活動を展

より効果的な質の高い奉仕活動へとどんどん変化

どうかを考えるようになりました。

してきました。私はここまで分かるのに相当な時間

か、単なる奉仕団体にすぎません。昼飯を食べるだ

がかかりましたが、ロータリー米山記念奨学会やロ

けの例会になる恐れがあります。ロータリーから受

ータリー財団の活動は練りに練られており他の追随

ける「親睦の哲学」の恩恵を自ら放棄しているよう

を許さない質の高い事業であると思います。

なもので、クラブ内の雰囲気を少しでも良い方に向

学びと実践の繰り返しから奉仕活動の本当の意

けていこうという長持ちが根底になければならな

味を知り、汗を流すことが個人の資質の向上に繋が

い、そこには向上心溢れる仲間の集いとなり、文字

り、ロータリーは現場での行動、奉仕活動がいかに

通り「例会は人生の道場」とか、「自己研鎮を積む場」

大切であるかを知ることができました。体験から潜

となります。そしてロータリーからの恩恵はそのよう

みでる知恵をもってロータリーを楽しみ、世に役立

なロータリアンに沢山贈られてきます。クラブの活性

ち、人のためになる喜びを味わい、想像以上の大き

化とはそのような状況下にあることをいうのであり

な感動を得たのです。それはなにものにも変えがた

まして、親睦の哲学を実践することはロータリー存

いものでした。学びと実践の繰り返しは自らの人間

亡の危機を回避する王道でもあります。

形成にも大変役に立ったと思いました。

ロータリーの職業奉仕の理念を学ぶのも、クラブ

ロータリーは感性や教養を育むのにも私には、う

奉仕からいろいろ体験しながら友情を育むのも、社

ってつけの場所となり、利害関係のないロータリー

会奉仕や国際奉仕から世の中の道理や不条理を知

では、ロータリーの理念を見据えてクラブ運営やプ

るのも、すべては週一度の例会で会員同士が語り合

ロジェクトを企画し、自由闊達に話しあいながら進め

うことから始まります。このことを皆様十分に知っ

る中に、お互いの意見を尊重しあうプロセスを大事

ていることですが、それを自分のロータリーライフ

にするというロータリーの行動哲学があるので、そ

に活用しているかどうかは、例会の出席率からも判

こでも多面的にものごとを捉える判断力を養うこ

断できます。

とができたと思います。
こうしてみると過去や未来も考えない剃那的な

私はクラブや地区から、あるいは世界中のロータ
リーから見聞を広め、未知の分野への関心から知識

楽しみを求める親睦活動の質とロータリーでいう

を得て、また実際に体験してみることから分別ある

「親睦の哲学」に基づいた親睦の質とは、大きな違

センスともいえる教養や知識が身について自己中

いがあります。「親睦の哲学」とは、仲間同士として

心的な考えから少しは抜けてきたのではないかと

相和するうちに心を磨きあい人間性の向上をはか

思っています。

ることにあり、ためになったとか、良かったいう思い

人生にはいろいろ判断し、決断を下すことが多く

が湧いてくる親睦のことをいい、お互いの良い面を

あります。ましてや責任ある職業人である皆さまは

感化しあい、感性を磨くことがロータリーでいう親

判断の基準となる一線を何処に引くかを迫られる

睦であります。「ロータリーを楽しむ」とか、“Enjoy

ことがあります。その時、ロータリーで培った価値観

Rotary”というのはこのようなことをいうのではな

や判断力や教養によって的確な決断を下すように

いでしょうか。決して剃那的な悦楽に浸ることでは

なれるのも「ロータリーの恩恵」ではないかと思っ

ないと、心ある仲間と夜遅くまで侃々誇誇と何回も

ています。

論じたこともありました。

「超我の奉仕」や「最もよく奉仕する者、最も多く報

もしクラブ内でお互い感化しあうような親睦の泰

いられる」というロータリーのテーマに基づいて自

囲気がないとするならば、そのクラブは社交クラブ

己制御の修練をしていますが、この修練は、企業が

永続性を保ち、繁栄の道から逸脱しないような判断

どうか皆さま、ロータリーから受ける恩恵に制限

力をも養っています。そればかりではありません。ロ

はありません。こうして得た恩恵をさらに家族に、会

ータリーは週一度、同じ釜の飯を食う仲間との語り

社に、地域に、世界に分かちあうことがロータリーの

合いによって心が癒され、刺激を受けて新たな気持

奉仕の流れではないでしょうか。世の中で奉仕する

ちで職場に戻ります。こうしてみますとロータリーは

のは義務でするのではありません。私たちの権利で

いろいろな恩恵を私たちにもたらしています。

あります。権利を行使していこうではありませんか。

その恩恵の量と質はロータリアン自身の心の持ち

・私は32年間のロータリークラブ・ライフにおいて多

方次第によって決まります。日常なにげなく行なっ

くの感動と恩恵をたっぷり受けて、自分自身の人作

ている週一回の例会、歌の斉唱、ⅠMの開催、各種セ

りに供しています。これもロータリーとロータリアン

ミナーなど、何故そんなことを行なうのかを歴史的

である皆さま方のおかげであると、また家族、会社

に問うことも恩恵を自分のものにする一つの方法

の従業員のお陰でもあると感謝しております。

です。「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」とい

最後になりますが、安倍首相が強靭（強くて粘り

います。歴史から．学ぶことは数限りなくあり、奥深

強い）な日本国にしていくと言っていますが、強靭

いものがあります。ロータリーの歴史を皆で辿るこ

な国となるポイントは多様性（ダイナシティ）が決め

となどクラブの活性化の大事な手段となります。

手であると思います。つまり私たち国民が自由闊達

こうして皆さまとお会いし、話をさせていただい

に意見を述べることができることです。お互いが他

ておりますが、もし、ロータリーに入会していなかっ

の人の言動を心から認め合うという姿勢です。これ

たら、もし、ロータリーに真撃に取り組んでいなかっ

が強靭な国つくりの根底になければなりません。そ

たら、これほど世の中の真実（本質）を知りえたかど

れに個々の考えを認め合う、容認することからがお

うかも疑問であります。ロータリーが及ぼす影響は

互いが思考能力を高めることです。一切の思考を

（恩恵）は実に凄いと思います。

停止し、議論が停滞する社会はあってはならないの

入会して33年近くなる今、心が後ろ向きになった

です。自分の考え（思想）を押し付けるような行為も

とき、ロータリーを辞めようかと何度も思ったことも

慎まなければならない。世の中に不変の真理はあっ

ありますが、ロータリーをより深く知り、素晴しいロ

ても、絶対に正しいということはありえない。種々雑

ータリアンとの出会によって後ろ向きの心が前向き

多な考えがあるのは当たり前であると認識するこ

に転じたりして、退会する、しないの繰り返しでした

とです。ロータリークラブでも同じことが言えるの

が、退会しないでいて本当に良かったと思っていま

ではないかと思います。

す。
こうしてみると所属するクラブ内の雰囲気がどん

ロータリーが戦略的計画の中心的な価値観に高
潔性（品格の向上）と多様性とリーダーシップを掲

なに大切であるか、いうまでもありません。そうな

げています。この戦略的計画の中核的価値観はロー

るために、私たちロータリアンは一番に考えなけれ

タリーの目的を実践していく上においてもっとも身

ばならないのは、クラブを切磋琢磨、自己研鑽の場

に付けようとしなければならない価値観であると思

とし、友情を育む場として意識するか、しないかで決

います。今までロータリーの目的にのみ重大なる関

まるのではないでしょうか。私のクラブ、私たちのク

心を持っていましたが、今度は五大奉仕とともにロ

ラブとしてクラブの雰囲気作りをおろそかにできな

ータリーの中核的価値観について皆さまと話し合い

いとつくづく思います。

たいと思います。

このような話をする上において、ロータリーの世

16：50 直前ガバナー補佐へ感謝状贈呈

界は平等といいますが、もう1歩進んでお互いの関
係はイーブン（対等）であることも意識したいもの
です。老いも若きも、男性と女性も、地位や名誉も、
偉いも偉くないも関係ない一対一の人間関係は対
等（イーブン）であることです。ここにもロータリー
の特徴があるのです。一人ひとりの考えを尊重し、

次期ガバナー補佐及び次期ホストクラブ紹介

イーブンな関係こそがロータリークラブの活性化と
発展の礎となるのではないでしょうか。
「ロータリークラブと私」のテーマに沿っていろい
ろと申し上げましたが、皆様のロータリークラブ・ラ
イフの中で何かご参考になれば幸いでございま
す。
終わりになりましたが、本日のIMを企画し準備して
頂いたガバナー補佐の並木鷹男様、石井七郎様、千

17：00 閉会挨拶 千葉北ＲＣ会長 大谷京子

葉ロータリークラブ皆さま、千葉北ロータリークラブ
の皆様に心からお礼申し上げます。
また本日ご出席の皆さまにも厚く感謝を申し上まし
て話を終わりにさせていただきます。

ご清聴有難

うございます。

15：00 テーブルディスカッション進行役の紹介
15：10 休 憩（テーブル別に会場移動）

17：05 閉会点鐘 第 3 分区Ａ ＤＡＧ 並木鷹男

15：25 グループディスカッション
テーマ「ロータリーの親睦と奉仕」
16：30 ディスカッション終了（メイン会場に戻る）
16：45 総 評 第 3 分区Ａ ＤＡＧ 並木鷹男

【懇 親 会 】

会場：1F レストラン

17：20 懇親会開会 第 3 分区Ａ ＤＡＧ 並木鷹男
17：25 乾

杯
第 2790 地区
2014～2015 年度ガバナー 宇佐見 透

18：20 閉

会

第 3 分区Ｂ ＤＡＧ 石井七郎

合同 IM 開催の醍醐味

ご

第３分区Ａガバナー補佐
並木

挨

第３分区Ｂガバナー補佐

鷹男

千葉、市原の地域を超えて 13 のクラブが一堂に
会し、ロータリーの知識を深めたい、とともに会員同
志の交流を広めたい、その目的に向かって参加され
た皆様に如何に有意義で楽しい集まりをご提供で
きるか、私たちは－年間、真撃に取り組んで参りまし
た。 第 3 分区 A・B の IM 合同準備委貞会は、価値観
の違いから当初は意見の相違もございました。しか
し、準備期間の一年間、10 数回にも及ぶ合同準備委
員会を通じて見事に方向性が重なり合い、加えて白
鳥パストガバナーのご指導の下、地区の RLI ディスカ
ッションリーダー（DL）の皆様方の多大なご協力を頂
けたお陰で、見事に本日の『第 3 分区 A・B 合同インタ
ーシティ・ミーティング』開催の運びとなりました。改
めまして関係各位に心から感謝申し上げます。
ガバナー補佐として各クラブを訪問させて頂き、
各クラブのクラブ運営には其々個性があり、それを
学ぶことに大きな意義があると感じたのです。本日、
ご参加の皆様方には、自由闊達な意見を交換し合
いながら他クラブから学べる場として、又、そのディ
スカッションの場をリードする DL のリーダーシップを
学ぶ機会として、ロータリーの知識を広め、そして会
員同志の親睦を深めて頂きたく存じます。私たち準
備委員会は－生懸命準備をさせて頂きました。是非
とも、この IM を楽しみ尽して頂きたいと思います。
ご参加の皆様方が、本日、沢山のお土産を持ち帰
れますよう、心からご祈念を申し上げご挨拶とさせ

拶
石井

七郎

2013～2014年度第3分区・AB合同のインターシテ
ィ・ミーティング（IM）の開催にあたり一言ご挨拶申し
上げます。
この度のIMには、多数のご参加を戴き誠にありが
とうございます。心から御礼申し上げます。
IMの実施にあたりましては、千葉ロータリークラブ櫻
木会長、千葉北ロータリークラブ大谷会長、2790地
区RLI地区代表委員白鳥政孝様他、関係各位のご努
力によりまして、ここに開催の運びとなりました。内
容につきましては種々多様な意見が出ましたが、こ
のIMの目的であります分区内のクラブ会員が集まっ
て開かれる合同会合で主として、ロータリーの基本
的な理念と今年度ガバナーの指針であります“ロー
タリーの親睦と奉仕”を見据えての全体プランを検
討し、数十回に及ぶ討議の上決定した次第でござい
ます。
第1部・基調講演、第2部・全員参加型のディスカッ
ション、第3部はパーティータイムとなっています。
基調講演では白鳥政孝様に「ロータリークラブと
私」をテーマに人間愛を熱っぽく語って頂きます。
又，第2部のディスカッションではどのようなテー
マでどのような方法で行うか、検討を重ねた結果今
年度関口ガバナーの方針である「親睦と奉仕」をテ
ーマにとりいれました。
方法としてはRLIを参考とさせていただきRLIで培
われたディスカッションリーダー「DL」の方々に参加
者の個々の考えや意見を引き出して貰います。DLの
方にも各セッション（14か所）に入っていただき、卓越
した技法と経験のもとに進行役を務めて頂きます。
このディスカッションは会員の皆様の心のふれあ
いを大切にした1時間としたいと思います。
ロータリアンにとって重要なものは思いやりであ

て頂きます。

り、寛容の心は他人の為に役立つと云う「奉仕の心」
につながるものです。
DLの方々にはご多忙の中、ロータリーの友情のも
とに御協力を戴き心から感謝申し上げます。
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