
 

会 長 方 針 
2015－2016 年度ＲＩ会長Ｋ．Ｒ．“ラビ”ラビンドラン氏（スリランカ）

はＲＩテーマとして、私たちのテーマは「世界へのプレゼントになろう」 
（Beａgift to the world）と提唱されました。 
 「地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献身と熱

意など、誰でも与えることのできる何かをもっているはずです。私たちはロ

ータリーを通じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に、

真の変化を起こすことができるはずです。」と熱く呼びかけました。 
「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」また「己の才能は、天から授かったも

の」と言われます。ですから私たちは、その授かりものをお返しするのです。とも述べら

れております。 
又、2015－2016 年度ＲＩ2600 地区、望月ガバナーは地区標語として「思い起こそう ロ

ータリーの心と原点」行動指針として「今 見直しに勇気を！！」と述べられました。 
 重点事業として  

★ 会員増強        
★「未来の夢計画」への戦略的取り組み  

★「ＣＬＰ」の正しい理解と、自クラブに適した事項の採用によるクラブ活性化支援   

★「職業奉仕」の具体化     を掲げられております。 

 又、継続事業の重要性、新たな試みとして「出前講座」への各クラブの積極的参加を述

べられております。 

 岡谷ロータリークラブにて現在まで、主要目標として掲げられてきたクラブの活動事業

は当然継続して参りますが、今年度は、2600 地区の重点事業全てを踏まえての活動をして
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行きたいと考えております。 

 特にロータリーの原点でもある「職業奉仕」を最重要事項と捉えて自分自身が携わって

いる職業を通して、世界に、日本に、そして地域にあらゆる面からの貢献して行くことが

本来のロータリー活動と考えます。 

  又、本年度は諏訪グループのガバナー補佐の輩出クラブとして、全会員にご協力いた

だき宮坂ガバナー補佐の責務が全うできます事をお願い申し上げます。 

 一年間、宜しくお願いします。 

 

 

 

事業計画(Ⅰ) 

宮澤由己直前会長 

 直前会長として小口会長年度へ協力をしていきます。 

 

牛山幸一会長エレクト 

 今から緊張しています。今年一年小口会長の行動をよく見て、ロータリーを勉強

して、来年務められるように頑張っていきます。よろしくお願いします。 

 

副幹事・会員増強・家族委員会 中村文明委員長 

 副会長としては会長の縁の下の力持ちとして一生懸命支えたいと思います。増強

委員長としては、今年度は目標を立てて、達成したいと思います。皆様方のお知り

合いなどで良い方がおられましたら、ご連絡いただければ委員会で入会して頂ける

ように努力いたします。ご協力をよろしくお願いします。 

 

副会長・プログラム委員会 林 尚孝委員長 

 副会長としては会長含め、皆さんの雑用係として一生懸命やりたいと思います。 

プログラム委員会としては皆さんのお役に立つような卓話を企画できれば良いと思

います。ご希望がれば遠慮なく言ってください。楽しくやりたいと思います。 

 

中嶋孝一副幹事 

 山崎幹事の後姿を見ながら勉強していきたいと思います。牛山年度に向けて英気

を養う一年にもしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

笠原新太郎副幹事 

 毎例会の現金の集計をします。お金の勘定は苦手ですが、間違いなくやります。

よろしくお願いします。 

 

会計 小山 智委員長 

 本日、委員長を拝命しました。皆様からお祝い金を集金させていただきます。是

非、ニコニコしてお財布を開いていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

 



 
会場監督(SAA)委員会 瀬戸雅三委員長 

 委員会 3人で一年間頑張ってやっていきますので、よろしくお願いします。 

 

職業奉仕・保健委員会 林 裕彦副委員長 

 ロータリークラブの職業奉仕は「いい会社を作ることである」と認識していただ

く事です。一年間頑張ります。よろしくお願いします。 

 

社会奉仕員会 竹村一幸委員長 

 本年度の会長方針をよく理解して、岡谷 RCが出来る社会貢献の奉仕活動を行いた

いと思います。事業は例年に習い進めていきます。・諏訪湖清掃。・清掃例会。忘年

会の協力金寄付。・上野原植樹の保全。・未来の夢計画の模索。一年間よろしくお願

いします。 

 

国際奉仕・奨学事業委員会 髙木昭好委員長 

 来年 6 月にソウルで行われます、国際大会へ大勢の方のご協力を得て参加したい

と思います。よろしくお願いします。 

 

青少年奉仕員会 林広一郎委員長 

 様々な青少年育成事業に協力、援助いたします。また、地区補助金事業として岡

谷市の伝統産業について子供たちに興味を持ち、理解を深めてもらう育成事業を行

います。ご協力をよろしくお願いします。 

 

※事業計画の詳細はクラブ計画書をご覧ください。 

＝＝ 一年間よろしくお願いします。＝＝ 

 

 

 

 

 

 岡谷ロータリークラブ 56 期会長に就任しました小口泰史です。 

 一年間宜しくお願いします。 

幹事を山崎会員さんにお願いして、昨年の 12月より当クラブの理事・役員人事並

びにロータリー財団の地区補助金申請等の作業をスタートとして、半年間、今期に

向けての準備を山崎幹事がおもになって進めてまいり、本日の船出となりました。 

後ほど会長方針を述べる機会が有りますが、私がロータリー活動で一番大切であ

ると考えている「職業奉仕」です。私の職業に関係した話をさせていただきます。 

テレビ番組の宣伝いわゆるバンセンですが、本日フジテレビ系の夜 9 時から今ま

でテーマに上がらなかった消防団員を主人公とした「ＨＥＡＴ(ﾋｰﾄ)」と言うテレビ

ドラマがＥＸＩＬＥ(ｴｸﾞｻﾞｲﾙ)のＡＫＩＲＡさん主演で始まります。是非とも、ご覧

になって頂き、消防団員のボランティア活動にご理解を頂きたいと思います。 

会 長 挨 拶 

 



 
新会員紹介 

小口 隆(おぐち たかし)会員  50歳 

株式会社 南信社 代表取締役 

職業分類：９１ 不動産   細分類：不動産賃貸業 

 岡谷エコーRC より移籍させていただきました。よろしくお願いし

ます。昨年の父の葬儀の際には大変お世話になりました。父が長年お

世話になり、その後を引き継ぎ岡谷 RC でお世話になりたいと思い。

岡谷 RC、エコーRCの役員の皆様にご尽力いただき、今日七夕の日にようやく会えた

のかなと思います。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

【理事会報告】 

 名誉会員を今井市長に今年度もお願いします。 

 井上保子会員より退会届が出され、承認されました。 

 委員会構成に変更があります。 

  会計委員長＝小山 智・副委員長＝佐藤有司※ 

  ニコニコボックス副委員長＝小口裕司・委員＝小口 隆    

  プログラム委員＝宮坂 伸 

 

 

 

 ロータリーレート ７月 1＄＝１２４円 

 地区大会のパンフレットをレターケースに入れました。パンフレットの内容に誤

りがあります。 正＝松平定知氏講演 10/18(日) 誤＝10/17(土) 

 ガバナー月信ファイル遅配のお知らせ。月信８月号に同梱されます。 

 「第 13 回日韓親善会議開催の案内」が届きました。9/4(金)13:00～ ホテル新

高輪 登録締切 7/15 詳細は事務局までお問い合わせください。 

 「ロータリーの友」より電子版の閲覧方法の案内が届いております。閲覧には ID

とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが必要です。詳細は事務局までお問い合わせください。 

 「第 14 回ロータリー全国囲碁大会の案内」が届いております。10/3(土)10:00～ 

日本棋院会館本院 登録締切 9/18 詳細は事務局までお問い合わせください。 

[例会変更] 

辰野 RC 7/22(水)夜間例会。7/29(水)特別休会。8/12(水)特別休会。 

 

 

 

 

 

会 長 報 告 

幹 事 報 告 

 



 

  

梅垣和彦・小口 隆・小口泰史・小口裕司・尾関秀雄・笠原新太郎・上條英雄・北

澤洋之介・小山 智・佐伯克己・薩摩 建・瀬戸雅三・中嶋孝一・濵 毅・林広一

郎・林 尚孝・林 裕彦・林 靖高・宮澤由己・守屋麻里・矢島 實・山岸邦太郎・

山崎典夫  小口 隆さんようこそ。 

小口 隆  本日より岡谷ロータリークラブに入会しました。これから宜しくお願

いします。 

小口泰史(会長)・山崎典夫(幹事)  一年間お世話になります。 

牛山幸一(会長エレクト)  一年間、ロータリーの原点を見詰め直します。change 

one's way of thinking 御指導よろしくお願いします。 

宮澤由己(直前会長)  一年間宜しくお願いします。 

小山 智(会計)  一年間よろしくお願いします。 

林 尚孝・佐伯克己(プログラム委員会)  一年間よろしくお願いします。 

中村文明・中畑隆一・笠原新太郎(会員増強・家族委員会)  今年 1年ご協力よろ

しくお願いします。 

平沢清文・太田博久(R 財団委員会)  本年度一年よろしくお願いいたします。 

北澤洋之介・濵 俊弘(出席委員会)  一年間よろしくお願いします。 

矢島 進・林 裕彦・濵 透(職業奉仕・保健委員会)  一年間宜しくお願いします。 

梅垣和彦・大橋正明(R 情報委員会)  一年間お世話になります。宜しくお願いします。 

山岸邦太郎・小口裕司(ニコニコボックス委員会)  一年間皆さんのご協力をよろしく

お願いします。 

濵 毅・薩摩 建・大橋正明・原 史郎・上條英雄・宮坂晃介(親睦委員会)  一年間

皆様の親睦を深められる様、頑張ります。ご協力お願いいたします。 

林広一郎・矢島 實(青少年奉仕委員会)  一年間よろしくお願いします。 

瀬戸雅三・守屋麻里・林 靖高(SAA 委員会)  よろしくお願いいたします。 

宮坂宥洪・尾関秀雄(米山記念奨学委員会)  一年間よろしくお願いします。 

宮坂 伸・佐藤有司・林 裕彦・笠原新太郎(ガバナー補佐事務局)  補佐、事務局と

して一年間頑張ります。ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

尾関秀雄  創立 95年になりました。 
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出 席 報 告 

2015～2016 年度 RI テーマ 
世界へのプレゼントになろう 

Be a gift to the world 

 


