
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 方 針 

2012-13 年度ＲＩ会長、田中作次氏（埼玉県八潮ＲＣ）は当年度

は平和が私たちの焦点になると力説され「奉仕を通じて平和を」を

ＲＩテーマに掲げられました。奉仕を優先することにより他者への

思いをさらに理解すれば、人々はもっと平和に暮らすことができる

と説いておられます。具体的には●3 年程度の具体的長期目標を導

入すること ●ウェブサイト等の活用によるクラブ公共イメージの向上 ●世界平

和フォーラム（ベルリン・ホノルル・広島開催）を行動必須項目とされました。ま

た地区ガバナーの島田甲子雄氏（上田ＲＣ）は●女性会員の増強 ●クラブサイズ

に合った独自性豊かな奉仕活動の奨励等を行動計画として示されております。 

これらを踏まえて岡谷ＲＣはガバナーエレクト事務所開設を控えるクラブとして

「安定した心の状態（心の平和）で、楽しく魅力あるクラブ運営」をして参りたい

と思っております。どうぞよろしくお力添えを賜りたくお願い申し上げます。 

 

 ＲＩテーマ 「奉仕を通じて平和を」 

 地区方針 「灯そう平和の灯を」 

 岡谷ＲＣスローガン 「魅力ある創造性豊かなクラブにしよう！」 

-------奉仕で心の平和から------- 

 クラブ行動計画 

1、最優先事項としての会員相互の親睦（夜会例会等の継続） 

2、奉仕を通じて地域社会への貢献及び国際間の理解と親睦 

3、新会員の増強（純増 2名）並びにそのサポート 

4、友好クラブをはじめ、近隣クラブとの友好と協力 
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5、効果的な広報活動によるクラブ内および地域への理解、ＰＲの推進 

6、Ｒ財団・米山記念奨学会への支援 

7、ＲＩ会長賞への挑戦 

8、ＣＬＰの検討と採用 

9、2012-13年度ロータリー世界平和フォーラム（広島）への参加 

10、ガバナーエレクト事務所への協力 
 

 

 

新会員挨拶 

濵 毅(はま つよし) 会員 ４６歳 

(有)丸中濵モータース 代表取締役 

職業分類:３６ 車両(2)  細分類:自動車小売 

 長年父がお世話になり、ありがとうございました。本日からお仲間に

入れさせて頂き、例会や様々な行事に楽しんで参加させて頂き、頑張っ

ていきたいと思います。今後ともご指導の程、よろしくお願い致します。 

 

 

小林 純一(こばやし じゅんいち)会員 ５２歳 

(株)八十二銀行 岡谷支店長 

職業分類：２０ 金融  細分類:地方銀行   

 長野市吉田出身です。前任松本営業部で 4年、引続き単身赴任です。

岡谷は初めてになります。皆様には歴史も含めて色々ご教授頂ければ

と思います。楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

 

こんにちは。岡谷ＲＣ第 53 期会長を仰せつかりました宮坂 伸です。 

輝く伝統と素晴らしい仲間で一杯の当クラブ会長に就任させていたき、誠に名誉

なことと大変嬉しく思うと同時に、その重責に押し潰されそうであります。只今は

バッジ交換をさせていただきましたが、小野仁会長さん大変ご苦労様でした。私に

とってはいよいよ緊張と不安の 1 年が始まることになりますが、何卒よろしくご協

力をお願いいたします。 

思えば入会させていただいて 23年目になりますが、私みたいなものがこれほどの

大先輩のお仲間に入れていただいたことに恐縮したことを覚えております。もう一

つ若かったせいか、食事の量がこんなに少なくていいのかというのも覚えておりま

す。冗談はともかく私も年齢的に中間層となって参りました。先輩方の築いたこの

伝統という財産を次なる世代にバトンタッチすべくきちんとした運営と楽しい企画

を心がけてまいります。又、本年は地区ガバナーエレクトを排出するクラブでもあ

ります。地区スタッフとも連携よろしく効率の良い運営もして参る所存であります。

幸い優秀な北村正春幹事を頂いておりますので一生懸命頑張りぬくことができそう

だと今は思っております。 

最後になりましたがホテル岡谷のスタッフの皆様、優雅なひと時にして頂けるエ

会 長 挨 拶 



 

 

レクトーン演奏の百瀬まどかさん、そして事務局員の脇坂香代子さん・宮坂美和子

さんにお願いと感謝を申し上げ、会長挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 本日の理事会で承認されましたので、ご報告します。 

○年会費は 25 万円  ○新聞の広告は例年並みとする  ○新会員の所属委

員会・佐伯克己会員＝親睦委員・濵毅会員＝R 情報委員、親睦委員※・小林純

一会員＝副会計、親睦委員※  ○委員会構成変更・矢島進会員＝R 財団委員

長・山岡正邦会員＝ニコニコボックス副委員長、R財団副委員長※・小口泰史

会員＝親睦委員、ＳＡＡ委員※  ○メイキャップ料金現行\1700 を\2000  

○サポートメンバーの会費は会則委員会で検討 

 年間予定表・委員会構成表をメールまたはＦＡＸで送ります。 

 次週例会前 12 時よりに理事会を行います。 

 新事務所へ備品の提供をお願いします。冷蔵庫・ＦＡＸ等 

 17日の例会は新事務所のお披露目例会としてクラブ事務所にて行います、」 

 

 

 

事業計画(Ⅰ) 

 

宮坂宥洪 ガバナー・エレクト 

 今月から岡谷ロータリークラブの全

面的なご協力の下に、ガバナー・エレ

クト事務所が開設されました。よろし

くお願いします。7/1 には全国の元・

次期ガバナー等総勢 400 名程が高輪プ

リンスホテルに集まり、全国 34地区の

ガバナー・エレクトの一人として自己

紹介してきました。 

翌日にはＲ財団の研修セミナーがあ

りましたのでご報告します。Ｒ財団が

大きく変わり、2013～14年度から新し

い制度に入ります。研修を積まないと

かなり難しいと思います。 

ガバナー・エレクトとして一年間頑

張って参ります、皆様よろしくお願い

します。 

幹 事 報 告 



 

 

小野 仁 直前会長 

直前会長としてクラブ運営、エレクト事務所の運営に努力して参ります。よろし

くお願いします。 

 

中畑隆一 会長エレクト 

 宮坂会長の行動を見習い、勉強したいと思います。よろしくお願いします。 

 

藤森睦美 会場監督(ＳＡＡ)委員長 

 2名の委員会でしたが、1 名増員して頂きました。よろしくお願いします。 

 

山岸邦太郎 会計長 

 集金が結構大変でした。今年 1年頑張ります。よろしくお願いします。 

 

林 裕彦 副会長・会員組織強化担当 

 会員増強、Ｒ情報の担当をさせていただきます。会員増強は委員長も兼ねており

ますので、良いメンバーがいればぜひご紹介下さい。よろしくお願いします。1 年

間頑張ります。 

 

山崎典夫 副会長・クラブ奉仕担当 

 プログラム委員長を兼ねております。担当はプログラム・出席・ニコボックス・

親睦委員会です。1年間楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

林 靖高 出席委員長 

 無断欠席には注意して下さい。しっかり出席して頂きたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

林広一郎 ニコニコボックス委員長 

 先週、新会員セミナーを受けたばかりの私が委員長です。会員皆様にはその名の

通りニコニコとご協力頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

中村文明 親睦委員長 

 会員の親睦がより深まりますように、参加しやすい行事を進めて行きたいと思い

ます。一昨年度、昨年度とバスハイクが諸事情で出来ていませんので、今年度は東

京スカイツリーに 2 月に行きたいと思っています。今から予定して下さい。よろし

くお願いします。 

 

竹村一幸 会則特別委員長 

会則に変更がある場合のみに、委員会を開いて行きたいと思っています。よろし

くお願いします。 

 

***** 一年間よろしくお願いします ***** 



 

 

  

宮坂 伸・北村正春  本年度 1 年間お世話になります。楽しい例会になるようご協力よろ

しくお願いします。 

宮坂宥洪  ガバナー・ノミニーからガバナー・エレクトと呼ばれるようになります。１年間皆

様の御協力をよろしくお願いします。 

小野 仁  先期はたいへんお世話になりました。直前会長となりました。 

中畑隆一  今年１年よろしくお願いします。 

山岸邦太郎  一年間しっかりと会計を努めさせていただきます。よろしくお願い致します。 

佐藤有司・原 史郎  副幹事として、一年間よろしくお願い致します。 

山崎典夫  副会長・クラブ奉仕でお世話になります。 

平沢清文・小松正二・杉田隆夫・山崎典夫(プログラム委員会)  よろしくお願いします。 

林 裕彦・太田博久・小口成人・武井利夫(会員増強委員会)  一人でも多くの会員増強

に努力します。よろしく願いします。 

藤森睦美・瀬戸雅美(会場監督(ＳＡＡ)委員会)  本年一年よろしくお願い致します。 

林 靖高・武井利夫・林 尚孝(出席委員会)  一年間よろしくお願いします。 

笠原新太郎・小口雅弘・北澤洋之介(社会奉仕委員会)  一年間宜しくお願いします。 

牛山幸一・小口泰史・原 史郎・林 尚孝・中村文明・佐伯克己・小林純一(親睦委員会)  

本年度も昨年度同様にご協力お願いします。本年度もよろしくお願いします。 

宮坂宥澄・大橋正明・井上保子(新世代奉仕委員会)  新世代奉仕委員会を仰せつかり

ました。地域の青少年育成の為に頑張ります。よろしく御協力を御願い致します。 

梅垣和彦・濵 毅・白鳥修次(広報、情報委員会)  広報、情報委員会をよろしくお願いし

ます。 

竹村一幸・宮澤由己・矢島 實(職業奉仕委員会)  一年間よろしくお願いします。 

中嶋孝一・尾関秀雄・宮坂宥洪(国際奉仕・奨学事業)  一年間よろしくお願い致します。 

濵 俊弘(米山記念委員会)  よろしくお願いします。 

林広一郎・山岡正邦・高木昭好(ニコニコボックス委員会)  １年間よろしくお願いします。 

小野 仁  娘がお盆には帰って来れませんので昨日から 2 日間帰ってきました。いただ

いたお花を 2 人で妻の墓に供えさせていただきます。 

尾関秀雄  ㈱岡谷組が大正九年 7 月 1 日創業、おかげ様で 92 年になります。古い中か

ら新しい努力をしてまいります。 

 

 

 

会員数４５名、出席者３６名、出席率８５.７１％、前々回訂正８２.２２％ 

 

 

 

2012-2013年度ＲＩテーマ 
奉仕を通じて 

平 和 を 
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ニコニコボックス 


