
 

  

 

 

 

 

 

本日、次期委員会構成の発表があり、次期矢島年度が動き出します。私の任期も

残り４ヵ月となりました。後は、早く６月が終わる事を待つばかりです。 

先日のＩＭの講演の中で、私は講師の野口さんの話に非常に感銘を受けました。

野口さんは、非行に走った少年たちを自社に雇い入れ、更生させるという、私達で

は、なかなか出来る事ではありません。野口さんの話によりますと、少年が非行に

走るのは、幼少期における親の影響がほとんどの様です。人格の形成がなされる時

期に、親からのＤＶまた、偏った教育が非常に影響する様です。私も子育ては、あ

まり得意ではありませんでしたが、今は孫に愛を注いでいます。 

今、問題になっている大阪の学校は、礼儀を教える部分では共感できますが、ヘ

イトスピーチまで教えている様で、子供たちの将来が心配です。私達ロータリアン

は、全ての子供たちが健全な人間になる様サポートせねばならないと思います。 

 

 

 

 次週 13 日(月)はエコーRC との合同夜間例会となっております。尚、14 日(火)

は振替休会となります。3/13(月)合同夜間例会 点鐘：18:30 於：マリオ 

 出席免除申請が出され、定款の規定を満たしておりますので、理事会にて承認

されました。 ・大橋正明会員・矢島實会員 

 

 

 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

第 2786 回例会 2017 年（平成 29 年）3 月 7 日(火) 

■ 会長／牛山幸一 

■ 副会長／梅垣和彦・林広一郎 

■ 幹事／中嶋孝一 

■ R 情報(会報)委員長／濵 毅 

 
■ 事務所／岡谷市中央町 1-4-1・Tel/0266-22-6939・Fax/0266-23-6939 

URL：okayarc.org・Email：okayarc@ bz04.plala.or.jp 
■ 例 会／毎週火曜日 PM12:30 ホテル岡谷         

OKAYA 
岡谷ロータリークラブ 

OKAYA ROTARY CLUB WEEKLY No.2765 

点 鐘：牛山幸一          司 会：平沢清文 

斉 唱：君が代、奉仕の理想     ラッキーNo：NO.26 髙木克彦 

唱 和：四つのテスト 

皆 勤 祝：高木昭好 33年・宮坂 伸 27 年 

結 婚 祝：尾関秀雄・高木昭好・林 靖高・宮澤由己・山岸邦太郎 

 

http://okayarc.org/


 

総 会  

矢島 進会長エレクトより 2017－2018 年度(第 58期)委員会構成の提案が出され、 

承認されました。 

 

【挨 拶】（2017－2018 年度） 

ロータリー情報(会報・雑誌・広報)委員会 佐伯 克己 委員長 

 専門分野です。しっかりと励んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

出席委員会 濵 毅 委員長 

 なるべく欠席しないように頑張ります。よろしくお願いします。 

 

ニコニコボックス委員会 山崎 典夫 委員長 

 優しい目標額の設定をお願いします。よろしくお願いします。 

 

米山記念奨学委員会 宮澤 由己 委員長 

 趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いします。。 

 

会則特別委員会 宮坂 伸 委員長 

 特別委員の宮坂 PDG と相談をしながら必要に応じてやっていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

 
 

  

牛山幸一・梅垣和彦・太田博久・小口 隆・小口泰史・小口裕司・小山 智・佐伯

克己・佐藤有司・瀬戸雅三・高木昭好・竹村一幸・中嶋孝一・中村文明・濵 毅・

濵 俊弘・林広一郎・林 尚孝・林 裕彦・林 靖高・平沢清文・宮坂晃介・宮坂 

伸・宮坂宥洪・宮澤由己・守屋麻里・矢島 進・山岸邦太郎・山崎典夫・髙木克彦 

 鉢伏山での県防災ヘリコプター事故を悼み、謹んで哀悼の意を表します。 

高木昭好  結婚記念日に届いた花は、可憐で 55年お年月に心なごみました。添え

られたメッセージもありがとうございました。 

宮坂宥洪  法律上、創業月です。本当は千年前の何月かは分かりません。 

 

 

 

会員数４１名、出席者３１名、出席率８４.２１％、前々回訂正７９.４９％ 

 

 

 

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 

 



 

 

名誉会員 【会員増強・家族】

　今井　竜五 　

(◎会長) (副会長)       大橋 正明
　矢島　進       小口 泰史

(◎直前会長) ○　山岸 邦太郎 【職業分類
牛山　幸一 【会計】 　　・会員選考】

○　中嶋　孝一 　○　笠原 新太郎
(◎会長ｴﾚｸﾄ) △　小山　智 　△　高木 克彦
  林　裕彦

【Ｒ情報】
(◎副会長)
山岸 邦太郎 ○　佐伯 克己　
北澤 洋之介 △　小口 裕司

○　佐藤 有司
(◎幹事) △　宮坂 晃介
　林　尚孝 　　　 (副会長) 【プログラム】

【クラブ奉仕】 △　中畑　隆一
(☆副幹事) 　　宮坂晃介※
  太田 博久 ○　北澤 洋之介 　　濵　透（S) 
林 広一郎

○  宮坂　伸 【出席】
(◎会計) 特別委員 宮坂　宥洪 ○　濵 毅　
中嶋 孝一 　　　中畑　隆一 △　林 靖高　

　　　宮澤　由己 ○　矢島 實 　　
(◎会場監督(SAA)) 　　　小口　泰史 △　濵　俊弘
佐藤有司 　　　牛山　幸一 　　小野 仁 ○　山崎 典夫

　　　矢島　進 △　平沢 清文
(★ｸﾗﾌﾞ奉仕) 　　　山岸邦太郎 　　
北澤洋之介 　　　佐藤　有司 【親睦】

　　　山崎　典夫 【社会奉仕】 ○　薩摩 建
(★職業奉仕) 　　　中嶋　孝一 ○　小口 隆 △　今井 康善
矢島 實 　　　林　　尚孝 △　瀬戸 雅三 　　原 史郎

　　高木 昭好 　　笠原新太郎※

(★社会奉仕) 　　瀬戸雅三※
小口 隆 　　髙木克彦※

　　宮坂晃介※
(★国際奉仕)
守屋 麻里 ○　守屋 麻里

△　竹村 一幸 【Ｒ財団】
(★青少年奉仕) 　　尾関 秀雄 ○　宮坂 伸　
梅垣 和彦 △　中村 文明※

【米山記念】
【青少年奉仕】 ○ 宮澤 由己

事務局 ○ 梅垣 和彦　 △ 宮坂　宥洪　
脇坂香代子 △ 上條 英雄

【理事会】

２０１７～２０１８年度(第５８期)委員会構成表(案）

　△　中村 文明

【会員組織強化】
 (ｸﾗﾌﾞ組織強化)

【会則特別委員会】

【会場監督(SAA)】

【国際奉仕･奨学事業】

(会報・雑誌・広報)

 (ｸﾗﾌﾞ管理運営)

【職業奉仕・保健】

【ニコボックス】

◎ 役員・理事
★ 理事
☆ 理事会オブザーバー
○ 委員長
△ 副委員長
※ 重複者

(第2600地区)

諮問委員会 委員 他 宮坂 宥洪

米山記念奨学委員会 奨学生･学友委員 中嶋 孝一

Ｒ財団委員会 資金推進小委員 太田 博久

 


