
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようやく春めいてまいりましたが、いつから「春」というのかご存じですか。 

よく「暦の上ではもう春です（あるいは秋です）」などといいますが、それは二十四節気の

立春・立夏・立秋・立冬のことです。例えば 2 月 4 日の立春とは「これから春に向かう」「これ

以上は寒くならない」ということですから、本当は一年で一番寒い時節にあたります。 

 

陰暦では1月～3月が春でした。4月～6月が夏、7月～9月が秋、10月～12月が冬で、

俳句の歳時記もこれにしたがっていますが、現在の暦とはかなりずれがあります。 

天文学上では、春分から夏至の前日までを春ということになっていますが、春分の頃は

すでに春爛漫というところも多いでしょう。 

現行の太陽暦では、実は 3 月から 5 月までを春と呼ぶことになっています。 

そういうことなので、昨日から春が始まったというわけです。 

 

ちなみに、冬（ふゆ）の語源は、「冷ゆ」「（寒さが）振るう」などともいわれていますが、「増

ゆ」「殖ゆ」の転化だとする説が有力です。厳しい寒さのあいだ、地中では静かにエネルギ

ーを蓄えて増えるという意味です。 

その冬に増えたエネルギーが、はちきれんばかりに張って、芽吹く状態になる季節を春

（はる）というのだそうです。 

こうした大自然の営みに歩を合わせて、力がみなぎる季節を満喫していきましょう。 

 

 

・4/6 につつじヶ丘学園の園長先生の卓話を予定しております。ニコニコボックスから拠出

して支援金を贈りたいと言う事で先ほどの理事会にて決定しました。社会奉仕委員会より

お渡ししたいと思います。役に立てて頂ければと思います。よろしくお願いします。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 
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・事務局のパソコンが故障しました。しばらくご迷惑をお掛けします。申し訳ございません。 

 

 

親睦委員会  次週例会は岡谷エコーRC との合同夜間例会となりますので、よろしくお願

いします。また、3/27（土）に親睦ボーリング大会を行うことになりました。今年は親睦バス

ハイクを行いませんので、ご家族参加の行事は最後となりますので、多くの方のご参加を

お願いします。 

職業奉仕委員会  3/30 の例会は職場訪問を行います。訪問先は丸眞製作所さんです。

詳細は後日、ご案内を致しますが、予定を入れておいて頂きたいと思います。 

 

臨 時 総 会  

 2010－2011 年度(第 51 期)委員会構成が矢島 實会長エレクトより提案が出され、

承認されました。 

 

挨拶 

白鳥修次 職業分類・会員選考委員長 

新しい会員を紹介して頂き審査させて頂きます。多くの新会員のご紹介をよろしくお願

いします。 

 

宮坂 伸 会員増強・家族委員長 

 一生懸命職務を全うしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

尾関秀雄 ロータリー情報委員長 

 ご協力を頂きながら円満に岡谷 RC が推進できるように幾らかでも補助したいと思います。

よろしくお願いします。 

 

中畑隆一 出席委員長 

 出席率の向上のために努めたいと思います。まずは委員会内より出席をしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

笠原祥一 会報・雑誌・広報・IT 委員長 

 みなさんのご協力頂きながら、また、勉強しながら頑張って行きたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

宮澤由己 親睦委員長 

 例年に従って楽しい行事をしたいと思います。皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

宮坂宥澄 ニコニコボックス委員長 

 同じ顔でスミマセン。平だったのですが、今度はどう言うわけか委員長です。よろしくお願

いします。 

委員会報告 



 

 

林 靖高 新世代活動委員長 

 旧世代の私がやって良いのかちょっと疑問ですが、今井会員に若世代のことを教わりな

がらやって行きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

高木昭好 ロータリー財団委員長 

 皆さんに寄付をお願いしながら、協力して頂き滞りなく終わるようにしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

藤森睦美 米山記念委員長 

 またまた、米山の委員長を仰せつかりました。寄付のお願いばかりですが、私の顔を見る

のはお断りと言わないで、是非ご協力をお願いします。 

 

 

会則特別委員会は岡谷 RC の「定款・細則・内規」の見直しをして頂く委員会です。岡谷

RC がより活動し易いようにして行きたいと思います。委員会は後日選任します。 

 

 

 
 

 

井上保子・牛山幸一・梅垣和彦・大橋正明・小口成人・小口雅弘・小口泰史・尾関秀雄・

小野 仁・笠原祥一・北澤洋之介・小出 篤・小松正二・高木昭好・竹村一幸・中嶋孝一・

濵透・濵 俊弘・林 裕彦・林 靖高・平沢清文・藤森睦美・宮坂宥洪・宮坂宥澄・宮澤由

己・矢崎宏明・矢島 進・山岡正邦・山岸邦太郎・山崎典夫・中村文明  早や三月になり

ました。春の足音は聞こえて来るようです。 

高木昭好・井上保子  創業記念月です。 

 

 

会員数４９名、出席者３９名、出席率７９.５９％、前々回訂正７１.４３％ 

 

   

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2009-2010 年度ＲＩテーマ 
ロータリーの未来は 
あなたの手の中に 

THE FUTURE OF ROTARY 
    

＜ロータリーカード入会のお願い＞  

お買い物をする際にはロータリーカードで！！  

自己負担なしで自動的に財団へ寄付することができます。  

(注：クラブ番号＝14231・オリコカード営業部 03-5877-5531)  



 

 
 

(役員・理事) 　役員　◎会 計 林　裕彦

　役員　◎会 長 矢島　實 　役員　◎幹 事 矢崎宏明 　理事　◎直前会長 宮坂宥洪

　　同　◎会長エレクト 小野　仁 　　　　☆副 幹 事 山岸邦太郎　　同　◎職業奉仕 佐藤有司

　　同　◎副 会 長 矢島　進 　　　　☆副 幹 事 山崎典夫 　　同　◎社会奉仕 平沢清文

　　同　◎副 会 長 井上保子 　役員　☆Ｓ Ａ Ａ 小口泰史 　　同　◎国際奉仕 大橋正明

(職業分類・会員選考)

　 　　○　白鳥修次

　　△　小口哲男

(副会長) (R情報)

　　　　矢島　進 　　○　尾関秀雄

(会員増強・家族) 　　△　小口雅弘

(ＳＡＡ)

　　○　小口泰史

　　△　原　史郎

　　　　濵　俊弘

(出席) (会報・雑誌・広報・ＩＴ)

　　○　中畑隆一 　　○　笠原祥一 (会計)

　　△　中嶋孝一 　　△　山岡正邦 　　○　林　裕彦

　　　　小口俊光 　　△　小出　篤

(クラブ奉仕)

　　○　井上保子

　　△　宮坂宥洪 (プログラム) (親睦) (ニコボックス)

　　○　太田博久 　　○　宮坂宥澄

　　△　北村正春 　　△　梅垣和彦

　　　　小口成人　 　　　　杉田隆夫

　　　 　　　　　林　尚孝

(会則特別)

　　○

　　△

(職業奉仕・保健)

　　○　佐藤有司

　　△　山岡晴男

(社会奉仕) (新世代)

　　○　平沢清文 　　○　林　靖高

　　△　竹村一幸 　　△　今井　紅

(Ｒ財団)

　　○　高木昭好

(国際奉仕) 　　△　小松正二

　　○　大橋正明

　　△　牛山幸一

(米山記念)

　　○　藤森睦美 事務局

　　△　武井利夫 　　脇坂香代子

２０１０～２０１１年度(第５１期)委員会構成表

　　○　宮坂　伸

　　△　中村文明

　　　

◎　理事会構成員

　

☆　理事会オブザーバー

○　委員長

△　副委員長

※　委員会重複者

　　　　中村文明※　　

　　○　宮澤由己

　　△　笠原新太郎

　　　　濵　透

　　　　北澤洋之介

　　　　林　裕彦※


