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ロータリー財団委員会各小委員会の活動
・財務管理小委員会（財団情報・寄付小委員会）
寄付金を募る小委員会。
財団の情報として寄付金が「どのように」「ど
のようなプログラムに」「いくら」使われてい
るかを財団セミナー等で説明。
・奨学金小委員会
国際親善使節として優秀な奨学生を選考し，そ
の奨学生に外国の教育機関で勉強・研究する機
会を与えることにより，世界各国の人々との間
の世界理解と平和を促進するという親善使節と
しての役割を果たすことが期待されている。
・GSE小委員会
GSE派遣メンバーの選考，オリエンテーションおよび受け入れ。
本年度の交換地区は３８００地区（フィリピンマニラ首都圏）
受入期間 ２０１１年２月２２日〜３月２２日
派遣期間 ２０１１年２月２４日〜３月２４日
受入担当グループ：尼崎，阪神第２，東播第２，西播第２
・補助金小委員会
補助金とは，地区活動資金（DDF）勘定で処理する教育的，人道的プログラムへの補
助金の総称です。教育的補助金には国際親善奨学金やGSEへの補助金，人道的補助金に
は世界社会奉仕（WCS），プロジェクトに支給するマッチング・グラント（MG）や地
区補助金（DSG）があります。
・財団学友小委員会
元財団奨学生，元GSE団員，団長，元ロータリー・ボランティア補助金受領者，元世界
フェロー等からなっています。２６８０地区は現在４５０名を超えるメンバーが登録
されています。
・ポリオ・プラス小委員会
ロータリーが始めたポリオ撲滅を目的に，寄付を募る小委員会。

クラブ奉仕委員会の特色及び存在意義
「ロータリーは何かと問われるとき，その何
かを語るより，ロータリーは何をしているか
に応えるほうが，より的確にロータリーとは
何であるかを語ることになるであろう」は
ポール・ハリスの言葉でありますが，ロータ
リーが生まれたときから展開してきたプログ
ラムは，より正確にロータリーを語っていま
す。ロータリーは四つの奉仕の道を掲げてい
ます。クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，そ
して国際奉仕が加わりました。
奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は，クラブの機能を充実させるために，クラブ内で会
員がとるべき行動に関わるものであると，手続要覧に記載されています。
1. クラブ奉仕は，四大奉仕部門の内，ただ一つロータリアン及びロータリアンの家族
のみを対象とした奉仕であります。
職業奉仕は，お客さん・取引先と毎日接しています。
社会奉仕・新世代奉仕，何れも地域の人々，学校関係者との関係で行われます。
国際奉仕も，外国の人々との関係がなければ出来ません。
クラブ奉仕のみがロータリークラブ内での奉仕であります。
2. クラブ奉仕を大別すると，会員増強，親睦，例会運営管理，の三つに大別されると
思います。委員会としては，会員増強は，地区会員増強委員会にお任せし，親睦，
例会，退会防止，広報を主にしてよいと思います。
3. クラブ奉仕の意義
新入会員は，どのクラブでも，先ず親睦委員会に配属されるのが多いと思います。
それはそれなりに意味があるから，そうしているのであります。
CLP採用のクラブでは，クラブ管理委員会，会員増強委員会，クラブ広報委員会がク
ラブ奉仕委員会に相当すると思われます。そしてその中の小委員会を色々作ってお
られると思います。

山片幡桃の掛け軸を一本だけ手に入れまし
た。忠孝の二字と落款があるだけで，少し高
いと思いましたが，家の近所の神爪の生まれ
であり，幡桃の生家の長谷川家は私の家と同
じ菩提寺の覚正寺に顕彰碑があります。又，
私の家の裏山の石の宝殿の一の鳥居の前に幡
桃が２６歳の時，結婚記念で贈ったといわれ
る石灯籠があります。又，神爪に幡桃の銅像
が出来た時も寄附をしました。
幡桃が次男として生まれた神爪の長谷川家
は糸屋という屋号で，播州木綿を扱う家で，
値動きがある綿糸の商いの経験が，１３歳で
大阪堂島の両替商・升屋山片家別家の養子に
入り，生き馬の目をぬくともいわれる大阪で
丁稚から大番頭まで上りつめた最大の要因で
あったように思います。升屋は大名貸しもし
ており，幡桃は仙台藩が金利も払えない時に
藩の財政も升屋の危機も救った人です。
忠孝という二字の軸を見ていると不思議な
気持ちになりました。激流の中で大成した幡
桃が江戸時代とはいいながら，忠と孝という
言葉で大成し得たのか？ これは幡桃の表向
きだけの言葉でないのか？ しばらくじっと
見つめていました。するとこの幡桃の忠孝は
映画に出てくる武士の単純な忠孝ではなく，
「与えられた環境の中で自分を捨てて人や家
や商いの為に一生懸命に生きるという事が幡
桃の言う忠孝なのかな？」と思いました。
幡桃の辞世の句は「地獄なし極楽もなし
我もなし ただ有るものは人と万物。神仏化
物もなし世の中に奇妙ふしぎのことは猶な
し」です。この句を見た時にも，幡桃は自分
の為に自分を捨てて一生懸命生きた人だとい
う気持ちがしました。
幡桃は学者でもあり，有名な「夢の代」を
残しています。「夢の代」どんなものか見た
い気持ちで写本で良いからと探しましたが，
今のところ見つかりません。天文，地理，神
代，歴代，制度，経済，経論，雑書，異端，
無鬼上下，雑論の１２巻からのようで，そし
て，優秀な子供とはいえ丁稚の分で奉公をさ
せながら当時の大阪で権威のあった学塾・懐
徳堂へ通わせた升屋主人の見識と学者として
も大成させた大阪の風土に感心します。郷土
の先輩のこの本をいつか見たいと思っていま
す。昭和５７年には司馬遼太郎の提唱で大阪
府の国際文化賞として「山片幡桃賞」が創設
されています。高砂に何もないのが寂しい気
持ちです。

井野

隆弘

先日は娘の結婚御祝いありがとうございまし
た。

庄司

武・佐野

栄作

卓話します。よろしくお願いします。

森脇

祥文

１昨日２人目の孫ができました。

嶋谷

拓雄・大橋

卓司

庄司会員，佐野会員，卓話楽しみにしています。

志方

正昭

１１月の第１例会，皆様の御協力により１００％
出席を達成しました。ありがとうございまし
た。

小西

文孝

来月５日R.C.の親睦GCがあります。楽しみにし
ています。

西中

亮二

柿木さんありがとう。
S.A.A.より，今日のお花はプリザーブドフラ
ワーです。半永久に枯れない生花です。

柿木
伊藤

國夫・濱中
勝之・田中

幹雄・京谷 愼平
伸明・増田耕太郎

花を飾りましょう。

井野

隆弘

早退させていただきます。

◎ 鹿間行雄職業奉仕委員長
マイモットーの募集の〆切を１週間延
長して１２月１日とします。

◎ 青木社会奉仕委員長
２７日親子茶道教室
ます。

十輪寺で開催し

◎ 藤本親睦委員長
７クラブゴルフコンペ参加ありがとう
ございました。
１２月５日の当クラブのゴルフコンペ
と忘年会のご参加もお願いします。

第１８回 通算１４６８回
1. 財団法人PHD 協会様より
「PHDレター115号」が届いています。
2. 国際ロータリー2680地区ガバナー事務所
より
地区大会表彰 確認願いが届いています。
事務局，確認のうえ，報告させていただ
きます。

ク ラ ブ 名
姫路ロータリークラブ

3. 国際ロータリー2680地区
2009-10年度ガバナーより
会計決算の報告が届いています。
4. 国際ロータリー2680地区
ガバナーエレクト事務所より
2011-12年度ロータリークラブ役員の報告
について
同じく
ロータリークラブ会員情報及び2011年1月
の半期報告書について
案内が届いています。

変更内容
忘年家族例会の為
上半期最終例会

日

時・場

所

12/7
（火）
⇒18：30〜20：45
於：姫路キャッスルホテル3階「鳳凰の間」
12/21
（火）
⇒18：30〜20：30
於：姫路商工会議所7階702ホール

（火）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/28
（火）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）H23.1/4
明石南ロータリークラブ

クリスマス家族例会

12/10
（金）
⇒12/11
（土）
於：ホテルキャッスルプラザ

（金）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/24
（金）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/31
加古川ロータリークラブ

12/14
（火）
⇒18：00〜
プロバスクラブとの合同例会の為 於：例会場
12/21
（火）
⇒12/25
（木）
18：00〜
年末家族例会の為
於：加古川プラザホテル2階
（火）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/28
（火）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）H23.1/4

明石西ロータリークラブ

クリスマス家族会の為

12/16
（木）
⇒12/18
（土）
於：舞子ビラ「六甲の間」

休会
（祝日の為）

12/23
（木）

（木）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/30
加古川中央ロータリークラブ

年末家族例会の為

12/16
（木）
⇒18：00〜
於：加古川プラザホテル2階

休会
（祝日）

12/23
（木）

（木）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/30
姫路南ロータリークラブ

明石北ロータリークラブ

クリスマス家族例会の為

12/20
（月）
⇒17：30〜

休会

12/27
（月）

新年例会

H23.1/3
（月）
⇒1/7
（金）
17：30〜

クリスマス家族例会の為

12/21
（火）
⇒12/19
（日）

（火）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/28
加古川平成ロータリークラブ

クリスマス家族例会の為
例会取り止め
（定款第６条第１節ｃにより）
例会取り止め
（定款第６条第１節ｃにより）

12/22
（水）
⇒12/18
（土）
18：00〜
於：加古川プラザホテル2階
12/29
（水）
H23.1/5
（水）

（注）
高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

例会記録 2010. 11. 24（水）通算1548回
ソ ン グ
来訪ロータリア
ン報告
出席報告

「奉仕の理想」「四つのテスト」「歓迎歌」
後 藤 純 次 様（高砂R.C.）
１１月１０日 会員数４８名 欠席者 ０名 出席率１００％ ＜修正による＞
（この内出席免除者７名（出席４名））
１１月２４日 会員数４８名 欠席者１１名 出席率７７.０８％
（この内出席免除者７名（出席４名））

例会風景

クラブ会報委員会の

会員勤務先押しかけインタビュー
都倉達殊会員の会社、株式会社トクラは荒井町蓮池にあります。さす
が、造園とビルメンテナンスをお仕事にされているだけあって、会社の
前には大きな槇のシンボルツリーがありました。
株式会社トクラは、現在、緑地管理・造園・ビルメンテナンス・オール
電化の営業を業務とする会社ですが、社歴を振り返ると昭和２０年代に
荒物やプロパンガスを扱う商店として誕生し、その後、火力発電所の建
設が進むにつれて、発電所の緑地管理や建物メンテナンスの会社へと転
身したそうです。都倉会員も大学では造園を専攻され、会社を発展させ
てこられました。現在社員は７０
名になったそうです。

それでは質問です。
Q： お仕事で大切にされていることは何ですか。
A： お客様を大切にして、安全・品質管理に気をつけ、お客様に信頼され
る仕事をすることです。
Q： お客様に信頼されるということですが、都倉会員は特に何に気を配ら
れていますか。
A： 社員の教育です。お客様に、トクラに仕事をしてもらうと気持ちがよ
いと思っていただけるようにと考えています。そのためには、社員に
経営理念を通して、さらに信頼される人間になれるよう教育していま
す。また、「職場の教養」という雑誌を利用して朝礼の時、社員とと
もに声を出して読んでいます。
Q： 都倉会員自身のモットーはありますか。
A： ｢徳｣を積むということです。私自身の人間形成を大切にしていきたいと思っ
ています。竹原会員も取り上げられていた｢ 致知｣ を購読して勉強していま
す。
Q： これから会社をどのように発展させて行きたいでしょうか。
A： 現在、澤田会員の会社㈱シールズに作っていただいたホームページや自身の
社長ブログ「トクさん＆ルルちゃんの日記」を活用しています。これらイン
ターネットを通して、会社の知名度が上がり、お付き合いのないところや一
般の方からも造園などのお仕事をいただけるようになりました。この流れを
大切にしてホームページで一般の方からのお仕事の依
経 営 理 念
頼を増やしていきたいと考えています。
1. お客様を大切にし、安全・品質管理を徹底する。
Q： 商工会議所でも活躍されていますね。
2. 社会環境に配慮した事業を行い、信頼される会社
A： 広報特別委員会の委員長をさせていただいています。
を目指し努力する。
大橋会員などとともに商工会議所の雑誌「なびつま」 3. 公明正大謙虚な心で、活力のある職場づくりを実
の誌面を一新し会員の皆さんに読んでいただける紙面
現する。
に作り変えました。
Q： ハンドボールをされていたそうですが。
A： 高砂には高砂中、竜山中、高砂南高校と県下でも有力校がそ
ろっています。私も学生の頃ハンドボールをしていたのです
が、高砂に戻った時恩師からハンドボール協会の設立を依頼さ
れ、柿木会員に会長になっていただき設立しました。現在、私
が高砂ハンドボール協会の会長をしています。
趣味はゴルフという都倉会員ですが、目標はシングルプレー
ヤーとホールインワンだそうです。ゴルフの達人ぞろいの青松
なびつまの字をいれました。
クラブの皆さん都倉会員をビシビシ鍛えてあげてください。

