
 

 

 

 

 

 

 

 

会長退任挨拶 

 一年間、大変お世話になりありがとうございました。 

思ったことが 2 つあります。一つは会長の立場でここに立たせて

いただくと皆さんが一斉に注目していただき、沢山の目を向けてい

ただきます。一生懸命やらなければいけないと思いました。二つ目

は努力をして少し早めに来るようにしました。しかしすでに親睦委

員会は受付で準備をしていただいておりました。沢山の方々に一生懸命やっていた

だき、私は飾り物でありました。幹事始め皆様に感謝申し上げます。思えば最初に

宮坂年度に何か変わった事をと思い、ネームプレートとロータリーソングを以前か

ら下を向いて歌っていたのが気になっていたので、設えを思い切て変えさせていた

だいたのが思い出です。また、富岡 RC の式典等に出させていただいたのも思い出さ

れます。一番大変なエレクト事務所を開設したということも、皆さん方にクラブと

事務所との関わりやご協力いただいた事のすべてにいい勉強をさせていただきまし

た。本当にお世話になったことを感謝申し上げ、このご恩は一生忘れないつもりで

おります。 

益々クラブが発展しますように私も陰から支えていきたいと思います。ありがと

うございました。 
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事業報告(Ⅱ) 

親睦委員会 中村 文明 委員長 

 皆様のご協力により全ての事業が行うことができました。ありがとうございました。 

 

ニコニコボックス委員会 林 広一郎 委員長 

 本日、ようやく目標を達成することができました。一年間ご協力ありがとうござい

ました。 

 

ロータリー情報委員会 梅垣 和彦 副委員長 

 毎月、「ロータリーの友」の特集記事の紹介、クラブホームページに岡谷市内施設

の四季折々の写真の掲載をしてきました。ご協力ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会 笠原 新太郎 委員長 

 諏訪湖清掃・清掃例会・小中学校への図書の寄贈を行いました。ありがとうござ

いました。 

 

山崎 典夫 副会長・プログラム委員長 

 副会長としては出番が無いようにと念じておりました。プログラム委員会では皆

さんに快く卓話に応じていただきありがとうございました。一年間大変お世話にな

りました。ありがとうございました。 

 

林 裕彦 副会長・会員組織強化、会員増強委員長 

 副会長としては一度会長代理をさせていただきました。富岡 RC交流担当として副

会長2名でさせていただきました。会員増強としては2名の退会があり残念でした。 

 また、RLI に岡谷 RC代表として 4 回全てに参加し、無事卒業できました。一日中

の講習ではありましたが楽しくできました。ありがとうございました。 

 

中畑 隆一 会長エレクト 

 会長見習いとして一年間やらせて頂きましたが勉強不足です。7 月 1 日より新年

度が始まります。皆様のご協力を得ながら一生懸命やらせていただきます。よろし

くお願いします。 

 

地区協議会実行委員会 宮澤 由己 副実行委員長 

 4月 7日は松本へ向かう途中、虹がかかり大成功に終わるのではと感じましたが、

その通り各委員長のご努力と、皆様のご協力により盛会のうちに終わることができ

ました。本当にありがとうございました。 

 

宮坂宥洪ガバナー・エレクト 

 15日上田市で第 6 回諮問委員会・第 3 回地区チーム会議が行われました、その席

上で島田ガバナーより歴代のガバナーが付けるピンを頂戴し、大変な重みを感じて

帰って参りました。1 年間エレクト事務所を開設し、クラブの皆様の絶大なご協力

 



 
を頂き、ここまで辿り着けることができました。先般、RLI(ロータリー・リーダー

シップ研究会)行われ林裕彦さんと参加してきましたが、その折に本部から来られた

中村先生、この方は日本でも数人のリーダーの方ですが、2600地区で PETS・地区協・

3 回のチーム会議の全てに RLI 方式で行ったことに大変驚いていただき、おそらく

全国で 2600地区だけであろうとお褒めの言葉をいただき嬉しく思いました。 

 7 月からガバナー年度に入りますが、これまでと同様に皆様方のご協力

を頂き、任期を全うしたいと思っております。どうかよろしくお願いします。 

また明日、日本を立ち国際大会に参加しますが、田中 RI 会長より直々の手紙を頂

き信任状委員会を仰せつかりました。世界から 7 名選任され日本では私だけです。

頑張ってやってきたいと思います。一年間ありがとうございました。 

 

尾関秀雄次期地区幹事 

一年間のエレクト事務所が終わります。地区全般から好評を受けて、すべての行

事に手抜きの無ようにやっていただいた事とエレクトが高く評価されている事を報

告申し上げて、7 月 1 日から新年度ガバナー事務所になりますので、一層のご協力

をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

北村 正春 幹事 

 本日でお役御免になります。一年を通じてなんとか事業を消化することが出来ま

した事、皆様に感謝いたします。しかしその殆どは宮坂会長に支えられて今日まで

来ることが出来たことを自覚しております。幹事としては逆でなければいけません。

会員の皆様には事業を助けていただき感謝しております。新世代奉仕宮坂委員長、

中村会員にはつつじが丘学園に対してご理解を頂き感謝しております。中村会員に

は来年度も誕生ケーキを続けて頂けることに感謝します。両副会長には快く進行し

ていただきありがとうございました。プログラム委員会には一年間滞りなく詰めて

頂きました。親睦委員会も楽しい事業を計画していただきました。ニコボックス委

員会の皆さんも早くから来て頂き、目標額も達成して頂きました。SAA の皆さんに

は会場運営を協力していただきました。すべての皆様に感謝しております。 

 本年度は宮坂ガバナー・エレクトの活躍の年であり、エレクト事務所の発足と地

区協議会ホストクラブの事業に皆様方の多大なご協力無では乗り切れない年となり

ましたが、素晴らしい会員の皆様は乗り切って今日を迎えることが出来ました。皆

様に厚く感謝して幹事の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

＝＝＝ 一年間ご協力ありがとうございました ＝＝＝ 

 

 

 



 

 

皆様こんにちは。いよいよ最後の挨拶となりました。最近話が長いと叱られますが、終

わりに近づく程長くやりたくなるものです。 
さて先日病院にある方のお見舞いに参りました。お隣にお爺ちゃんが酸素チューブ等全

身管やコードに繋がれて、付添いのお婆さんに筆談で伝えていました。水が飲みたいとか

窓を開けろとかを筆談でやっているんです。「うるさいものだねー」なんて言ってお婆ちゃ

んその紙を読んでは看病していました。そしたらある時、突然そのお爺さん苦しんで何や

ら急いで筆談を始めたと思ったら直ぐに息を引き取りました。お婆さん「やれやれやっと

逝ってくれた。やっと楽になるわ」と言ってゆっくり腰を上げてその筆談の紙を読みまし

た。「婆さん、婆さん、コード踏んでる！」ですって。 
今夜から国際大会一行が出発します。どうか気を付けていってらっしゃいませ。エコー

クラブの高橋会長さんが皆さんにとお酒を差し入れ下さいましたこともご報告させていた

だきます。       ありがとうございました。 
 

 

・ 社会奉仕委員会が各小中学校へ寄贈した図書のお礼の作文が小学校の図書委員

さんから届いています。 

 

 

・ 例会終了後、理事会をクラブ事務所にて行います。 

・ 脇坂事務局のご母堂様がお亡くなりになりました。理事会で審議しますが、クラ

ブより香典を出したいと思います。ご了承ください。 

 

 

宮坂宥洪ガバナー・エレクト 

 5月に国際ロータリーの規定審議会が開かれ地区からは室賀パスト・ガバナーが出

席されました。沢山ありますが特に重要な 2点を紹介します。新世代奉仕が誕生した

のは最近の事ですが、この 7月から青少年奉仕となります。伴い委員会名も変更にな

ります。また、地区協議会の名称が地区研修・協議会(仮訳)と変更になります。 

ガバナー・エレクトは見習いです。諮問委員会に出ましても一番末席ですが、国

際協議会後はパスト・ガバナーより上になります。その後半年間はエレクトの立場

で色んな研修を行って参りました。これには尾関次期幹事始めスタッフの皆さんの

絶大なお力添えを頂戴して、立派に滞りなく成し遂げられました。地区チーム会議

はガバナー補佐、各委員長の研修会ですが 3 回をホテル岡谷で行いました。また地

区協議会・PETS、そのための準備会を全て立派に行えました。RLI という新しい研

修方式は注目されており、当地区も今年度から取り組み始めました。6 つの研修会

全て RLI 方式と取り入れ、好評を受けました。岡谷 RCの皆様の絶大なお力添えを頂

き、ここにこぎ着けることができました。ありがとうございました。 

会 長 挨 拶 

会 長 報 告 

幹 事 報 告 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ･ｴﾚｸﾄ事務所報告 
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尾関 秀雄 次期地区幹事 

 岡谷 RCからガバナーを出したと言う事で、一年間地区の会議が続きますが、名称

なども逐次変わって来ます。手続き要覧で折に触れ勉強していただきたいと思いま

す。ガバナーを出しているクラブの皆さんは勉強していると言う事が他のクラブに

伝わると思います。また、会員増強が重要になっております。ご協力を頂きたいと

思います。 
 

  

宮坂 伸  会長の立場で１年間、皆様にお世話になりました。 

北村正春  一年間不肖な幹事を支えていただきまして、会員の皆様ありがとうございました。 

中畑隆一(次期会長)・佐藤有司(次期幹事) 一年間御苦労様でした。来期はよろしくお願いします。 

宮坂宥洪  一年間ガバナー・エレクト事務所に絶大なご協力を賜り有り難うございました。

明日リスボンの世界大会に行ってきます。 

尾関秀雄・杉田隆夫  宮坂エレクト事務所に一年間ご協力有り難うございました。なお一層

のお力添えをよろしくお願いします。 

山岸邦太郎(会計)  一年間お世話になりました。ありがとうございました。 

笠原新太郎・小口雅弘・北澤洋之介(社会奉仕員会)  １年間ありがとうございました。諏訪

湖と駅前清掃では特にお世話になりました。小中学校への図書の寄贈も大変喜んで頂きました。

来年も是非！とのことです。 

宮坂宥澄・井上保子・大橋正明(新世代奉仕委員会)  新世代奉仕委員会で１年活動させて頂

きました。ありがとうございました。 

梅垣和彦・薩摩 建・濵 毅(R 情報委員会)  一年間大変お世話になりました。 

林 靖高・武井利夫・林 尚孝(出席委員会)  一年間ありがとうございました。 

瀬戸雅三(会場監督委員会)  一年間ありがとうございました。 

平沢清文・小松正二・杉田隆夫・山崎典夫(プログラム委員会)  一年間大変お世話になりま

した。ありがとうございました。 

竹村一幸・宮澤由己・矢島 實(職業奉仕委員会)  一年間お世話になりました。 

山岡正邦・矢島 進(R 財団委員会)  一年間世話になり誠にありがとうございました。 

林 裕彦・太田博久・小口成人・武井利夫(会員組織強化、会員増強委員会)  一年間、大変

お世話になりありがとうございました。 

中嶋孝一・尾関秀雄・宮坂宥洪(国際奉仕委員会)  一年間大変お世話になりました。ありが

とうございました。 

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

行事が終了する事が出来ました。ご協力ありがとうございました。 

林広一郎・山岡正邦・髙木昭好(ニコニコボックス委員会)  一年間大変お世話になりました。

ありがとうございました。 

濵 俊弘  林裕彦さんより写真をいただきました。 
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