
 

  

 

 

 

 

 

会 長 方 針 

2016-2017 年度 RI 会長ジョン F.ジャーム氏は、RI テーマを「Rotary  

Serving Humanity(人類に奉仕するロータリー)」と発表されました。 

又、ジョンＦ．ジャーム氏はメッセージの中で、私たちが目指すのは単に

ロータリアンの数を増やすことではなく、「ロータリーによる善き活動をより

多く実現させ、将来にロータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やすことです」とも

述べられています。 

又、2016-2017 年度 RI2600 地区 原ガバナーは、地区標語「Basic & New！」(原点に返り新

たな改革を)行動指針として「長所を認め合い絆を深めよう」とされました。原ガバナーは、

挨拶の中で「好意と友情を深めるか」を一番大切にしているとも述べられています。私たち岡

谷ロータリークラブも、2600地区のロータリー目標、重点事業、継続事業を踏まえ、当クラブ

の継続事業も組入れ一年間運営していきたいと思います。今世界は各地で紛争の火種を抱えて

います。又、国内においても東日本大震災の復興もまだ道半ばの 4月、今度は熊本大地震と自

然の力の前に、多くの人々は人間の無力さを感じているのではないでしょうか。ただ、私たち

は立止まっていてはいけないと思います。私たちの出来ることを一つ一つ着実に実行する事に

より、より良い社会が形成されていくと確信しています。私たちロータリアンは、ロータリー

の使命である人々に奉仕し高潔さを奨励し、世界理解 親善 平和を推進し「Rotary Serving  

Humanity」を実践しましょう。一年間よろしくお願い致します。 

 

【ロータリー目標及び重点事業】 

１．クラブのサポートと強化 

２．人道的奉仕の重点化と増加 

点 鐘：牛山幸一          司 会：宮澤由己 

斉 唱：君が代、奉仕の理想     唱 和：四つのテスト   

ラッキーNo：NO.11 中村文明 

皆 勤 祝：林 靖高 38 年・竹村一幸 33 年・中畑隆一 24年 

林 裕彦 13 年・小口 隆 13年・北澤洋之介 8年 

濵 毅 4年・小口裕司 2年・上條英雄 2年・宮坂晃介 2年 

誕 生 祝：林 靖高・矢島 實・山崎典夫 
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３．公共イメージと認知度の向上 

４．会員増強 

５．「ＣＬＰ」の運用によるクラブ強化 

６．「職業奉仕」の見える化 

７．継続事業の履行 

８．新規事業の模索 

 

 

事業計画(Ⅰ) 

小口泰史直前会長 
 直前会長という言葉がすごく嬉しいです。風邪が全快しました。病は気からと言
いますので、おそらく 6/30 に治ったと思います。今年１年間牛山会長のお手伝いが
出来るように頑張ります。よろしくお願いします。 
 
矢島 進会長エレクト 
 牛山会長の背中を見て会長職のイロハを学んでいきたいと思います。よろしくお
願いします。 
 
梅垣和彦副会長・会員増強委員長 
昨年度牛山会長は例会を一度も休まれませんでしたので、今期も期待しています。

会長を補佐していきたいと思います。 
また、増強委員会では RI会長のテーマを実践できる仲間の加入を促進するとして、

若い会員、女性会員の増強を図りたいと思います。クラブ全体で取り組んでいきた
いと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 
林広一郎副会長・プログラム委員長 
微力ではありますが、一生懸命やっていきます。 
プログラム委員会では、卓話を中心に魅力ある充実した時間をお届けできる企画

をします。皆様のご協力をお願いします。 
 

林 尚孝副幹事 
会長・幹事の少しでも役に立つように、一年間頑張りたいと思います。よろしく

お願いします。 
 

北澤洋之介副幹事 
もう一人の方の副幹事です。林副幹事のご迷惑にならないように、会長のお役に

たてるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 
 

山崎典夫会計長 
一年間、事あるごとに皆様のところへ伺いますが、ご協力をお願いします。 
 

会場監督(SAA)委員会 宮澤由己委員長 
 昨年同様に通常例会にエレクトーンの生演奏を百瀬先生におねがいして、心や和
楽例会にしていきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 
 
職業奉仕・保健委員会 林 裕彦委員長 
 職業奉仕の見える化として、出前講座が出来ればいいと思います。四つのテスト
の唱和・職場訪問の実施・健康診断の実施を掲げました。ご協力をお願いします。 
 

 



 
親睦委員会 瀬戸雅三委員長 
「好意と友情を深める」ため、会員相互・来訪者・他クラブ・家族との親睦をよ

り深めていただくよう、参加しやすい行事の企画、運営に努めます。現在、8/9 の
諏訪湖花火鑑賞会を企画しております。ご協力のほど、よろしくお願いします。 
 

国際奉仕委員会 山岸邦太郎委員長 
国際間の理解と親善を深めるための活動を行います。一年間よろしくお願いします。 
 

青少年奉仕委員会 佐伯克己委員長 
未来を支え、将来のロータリアンにもなる青少年を育成するため、CLPに沿って、

青少年活動を企画、運営、援助をする。として地区補助金事業の「子ども達に伝え
る絹製品ものづくりを継承する事業」を始めとする、４つの事業を計画しておりま
す。一年間、頑張ります。よろしくお願いします。 
 
職業分類・会員選考委員会 林 靖高委員長 
 会員増強委員会より推薦された方の選考・職業分類をします。多くの方を推薦し
ていただきますよう、お願いします。人柄の良い方を推薦してください。よろしく
お願いします。 
 
ロータリー情報委員会 濵 毅委員長 
 クラブ内の活動・広報・PRの推進を考え、活動していきたいと思います。一年間
よろしくお願いします。 
 
中嶋孝一幹事 
 今期を迎えるにあたり、会長とミーティングを重ね、自分の中では心構えができ
ていたつもりですが、いざ、席に着きますと緊張しました。前年度の会長・幹事か
ら始まればアッという間に終わると激励？の言葉を頂きました。牛山会長と力を合
わせて、また、皆様のお力を頂きながら楽しいロータリー活動にしたいと思います。
一年間、よろしくお願いします。 
 
 

※事業計画の詳細は後日配布の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。＝＝ 

 
 
 
 
 

 

 只今、小口直前会長よりバッジを頂きました。この 1 年間、小口直前会長のよう

に上手く運営できるかわかりませんが、皆様のご協力を得て、頑張ってやりたいと

思います。よろしくお願いします。 

 1年間、何を話せば良いのか、分からず眠れない日が有りましたが、開き直りま

して、徒然草のように話していけば良いかなと考えております。 

今、社会情勢が緊迫しております。許せないテロも起きております。ロータリアンと

して高潔さを奨励する中で、世界平和も考えていかなくてはいけないかと思います。 

我々も日々できる事を、頑張っていかければいけないと思います。今年 1 年間、皆様

の協力を得て、クラブ運営に努めます。よろしくお願いします。 

会 長 挨 拶 

 



 

 

 次週 7/12の例会は会場がメモリーとなります。また、総会のご案内の中で日付

が 7/14 となっておりましたが、7/12 の間違いです。次週例会 7/12 は総会を開

催します。 

 7月の R レートは 1＄102円です。 

 

 
 

  

牛山幸一(会長)  一年間お世話になります。よろしくお願いします。 

小口泰史(直前会長)  一年間お世話になります。宜しくお願いします。 

矢島 進(会長エレクト)  本年度会長エレクトを仰せつかりました。ラッキーナンバー係り、

頑張ります。 

中嶋孝一(幹事)  本年度、幹事の中嶋です。未熟者ですが、よろしくお願いします。 

林 尚孝・北澤洋之介(副幹事)  宜しくお願いします。 

山崎典夫・小山 智(会計)  今年１年間よろしくお願いします。 

宮澤由己・上條英雄・平沢清文(SAA 委員会)  一年間、宜しくお願いします。 

林 裕彦・大橋正明・濵 透(職業奉仕・保健委員会)  １年間よろしくお願い致します。 

薩摩 健・高木昭好(社会奉仕委員会)  一年間、お世話になります。 

山岸邦太郎・竹村一幸(国際奉仕・奨学事業委員会)  １年間よろしくお願いします。 

佐伯克己・宮坂 伸(青少年奉仕)  一年間お世話になります。よろしくお願いします。 

梅垣和彦・笠原新太郎・佐藤有司(会員増強・家族委員会)  一年間お世話になります。よ

ろしくお願いします。 

林 靖高・尾関秀雄(職業分類・会員選考委員会)  一年間お世話になります。 

濵 毅・小口 隆(R 情報委員会)  一年間よろしくお願い致します。 

林広一郎・矢島 實(プログラム委員会)  一年間お世話になります。 

宮坂晃介・中畑隆一(出席委員会)  一年間よろしくお願い致します。 

瀬戸雅三・原 史郎・今井康善・上條英雄・佐藤有司・中村文明(親睦委員会)  一年間よ

ろしくお願い致します。 

小口裕司・宮坂宥洪(米山記念奨学委員会)  よろしくご協力をお願いします。 

守屋麻里・濵 俊弘(ニコニコボックス委員会)  一年間和やかな例会につながるよう、努

めます。皆様ご協力をお願いします。 

 

 

 

会員数４０名、出席者３３名、出席率８４.６１％、前々回訂正８７.１８％ 
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ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2016～2017 年度 RI テーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY 

 


