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会 長 方 針 

 今年度当クラブの会長に就任するにあたり、一言ご挨拶をさせて

いただきます。 

 3 月 11 日を境にこの日本は大きく変わってしまいました。地震・

津波・放射能と実に多くの被災者が、今なお苦しんでおります。自

然の前には人間はあまりにも弱く、また科学技術の限界を今ほど痛

感する時はありません。 

 そんな中でロータリーは新年度を迎えました。1905 年、当時大恐慌で世界中が苦

しんでいた時、シカゴでたった４人で始まったロータリークラブは現在では 200 の

国で 120 万人を数え、日本では 1920年に三井銀行重役の米山梅吉翁が始めた東京ロ

タリークラブから、今では 2300 クラブ、９万人が活動をしています。その間戦争を

始め様々な苦難を乗り越えロータリークラブが継続してこれた一番大きな理由は、

奉仕の精神が一是にあったからだと思います。時間はかかるかもしれませんが、い

つの日か必ずや復興が成し遂げられることを信じております。それにはロータリー

の果たす役割は大であります。物心両面でとよく言われますが、物には限界があり

ます。その点心には限界がありません。声なき多くの被災者・被害者の方々に私た

ちはいつまでも思いを馳せようではありませんか。 

 「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」をＲＩ会長カルヤン・バネル

ジー氏は本年度のテーマに掲げられました。ロータリアン一人ひとりが自らを見つ

め直し、奉仕を実践して欲しい、特に強調事項として、家族・継続・変化を言われ

ております。詳しくはクラブ計画書をご覧下さい。 

 さて、当クラブは都築文男ガバナー、小松郁俊ガバナー補佐を戴いて一年間活動

するわけですが、地区方針に外れることなく、会員の皆様方の負担が過多にならな
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いクラブ運営を目指したいと考えております。ただでさえ不況であったのが、原発

問題で遠からずエネルギー価格の高騰と不足が予想され、不況はまだまだ深刻にな

ろうかと思います。 

 家族と仕事と健康があってこそのロータリーであります。13 年前此田元会長は

「健康」をキーワードにされ誕生祝いに血圧計を選びました。壊れたり、以降の入

会の皆様には渡っておりません。私も先輩に倣い同じ物を選びました。どうか会員

の皆様一年間息災で、非力な私にお力をお貸し下さい。 

 整いませんが、新任のご挨拶とさせていただきました。 

 
 

 

・ 次週例会は総会となります。ご出席をお願いします。 

・ 本日午前中に今井竜吾岡谷市長を訪問し名誉会員をお願いしたところ、快く受け

て頂きました。 

 

事業計画（Ⅰ） 

宮坂宥澄 副会長 

 一年間、皆さん一緒にまた楽しくやりましょう。よろしくお願いします。 

 

佐藤有司 副会長・クラブ奉仕委員長 

 自分の立場も良く分かっていませんが、小野会長を助け、宮坂副会長と共に頑張りたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

宮坂 伸 会長エレクト 

 小野会長の一挙手一投足を全部しっかり見て勉強したいと思います。皆様方のご協力よ

ろしくお願いします。 

 

矢島 實 直前会長 

 一年間お世話になりました。一年間ゆっくりしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

矢崎宏明 会計長 

 集金に伺います。よろしくお願いします。 

 

太田博久 副幹事 

 今日は入金表を書くことを覚えました。 

 

藤森睦美 職業分類・会員選考委員長 

 会員増強委員会の推薦が無いと活動が出来ません。皆様には多くの会員を推薦いただ

いて、私が悲鳴を上げるくらいにして頂けると良いと思います。よろしくお願いします。 

幹 事 報 告 



 

 

杉田隆夫 ロータリー情報委員長 

 ロータリーに対する情報を皆様方に提供したいと考えております。よろしくお願いします。 

 

竹村一幸 会員増強・家族委員長 

 地区内の会員は 1996 年頃には 3288 名でした、昨年度は 2104 名と激減しております。

当クラブも 55-56 名居た会員も現在は 47 名と減少しています。何とか増やしていきたいと

思います。地区でも若い会員の増強と言っています。今期少なくとも 1名の純増を図りたい

と思います。よろしくお願いします。最近炉端会議を行っていません。ぜひ複数の委員会

が集まって炉端会議をやって頂き、新会員の推薦をあげて頂きたいとおもいます。委員会

より補助を出すようにしたいと思います。 

 

梅垣和彦 出席委員長 

 出席率向上のため毎週火曜日は例会があると予定しておいて下さい。無断欠席をしな

い様に気を付けて下さい。よろしくお願いします。 

 

笠原新太郎 プログラム委員長 

 ゲストスピーカももちろんお願いしますが、会員の皆様の卓話も聞きたいと思います。お

願に伺った時には快く引き受けて頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

山岡晴男 ニコニコボックス委員長 

 年間予算を達せい出来るようにご協力をお願いします。よろしくお願いします。 

 

笠原祥一 会場監督（SAA）委員長 

 例会がスムーズに進行できるようにしたいと思います。今期もエレクトーンの生演奏をして

頂きます。よろしくお願いします。 

 

山岸邦太郎 幹事 

 いよいよ今日という日が来てしましまして、先週までは普通にごはんを食べに来ていたん

ですが、今日は緊張して食べました。ほとんど勉強せずに来てしまいました。歴代の幹事

の中で最低な幹事にならないようこれから一生懸命勉強しながら、皆様の手助けを得て、

小野会長を支えるべく一年間頑張って行きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＝＝ 一年間よろしくお願いします ＝＝ 
 

 

 

小野 仁  本日より一年間、微力ですが努力をいたします。宜しくお願いします。 

山岸邦太郎  一年間、皆さんの協力をいただきながら小野会長の手助けになるよ

うに、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

矢島 實(直前会長)  すがすがしい気持ちで例会に出席します。 

ニコニコボックス 



 

 

宮坂 伸(会長エレクト)  会長エレクトとしてしっかり勉強させて頂きます。よ

ろしくお願いします。 

宮坂宥澄・佐藤有司(副会長)  いよいよ新年度がスタートしました。小野会長を

サポートして副会長として 1 年間頑張りますので、よろしくお願いします。 

矢崎宏明・塚田保則(会計)  会計を担当させて頂きます。集金に伺いますが嫌い

にならないで下さい。 

藤森睦美(職業分類・会員選考委員会)  よろしくお願いします。 

竹村一幸・尾関秀雄(会員増強・家族委員会)  一年間よろしくお願いします。 

白鳥修次・杉田隆夫(ロータリー情報委員会)  本年一年お世話になります。 

笠原祥一・高木昭好・中畑隆一(会場監督委員会)  1年間よろしくお願いします。 

梅垣和彦・宮澤由己(出席委員会)  一年間よろしくお願いします。 

林 尚孝・林広一郎・小松正二(会報・雑誌・広報・IT 委員会)  一年間どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

笠原新太郎・宮坂宥洪・濵 透(プログラム委員会)  一年間よろしくお願いしま

す。卓話お願いした折には是非快くお引き受け下さい。 

中嶋孝一・中村文明・小口泰史・平沢清文・太田博久・瀬戸雅三(親睦委員会)  1

年間よろしくお願いします。 

大橋正明・山崎典夫(職業奉仕・保健委員会)  お世話になります。宜しくお願い

します。 

牛山幸一・小口成人(社会奉仕委員会)  一年間、よろしくお願いします。 

原 史郎・井上保子(新世代委員会)  よろしくお願いします。 

小口雅弘・矢島 進(国際奉仕委員会)  一年間宜しくお願いします。 

林 靖高・山岡正邦(米山奨学委員会)  今年一年よろしくお願いします。 

山岡晴男・北澤洋之介・林 裕彦(ニコニコボックス委員会)  3 名で担当します。

ご協力を御願い致します。 

濵 俊弘(ロータリー財団委員会)  本年 1年宜しくお願いします。 

林 裕藏名誉会員  小野会長のもと、一年間がんばりましょう。 

白鳥修次  前期ホームクラブ 100％皆勤賞、ありがとうございました。 

尾関秀雄  ㈱岡谷組創業 91年になりますので！ 

中畑隆一  創業月です。57 年になりました。 

矢島 進  創業記念日です。 

 

 

 

会員数４７名、出席者４１名、出席率８７.２３％、前々回訂正７２.３４％ 

 

 

 

2011-2012年度ＲＩテーマ 
こころの中を見つめよう 
博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

出 席 報 告 


