
 

  

 

 

 

 

 

 

 

          §会長方針§ 

2017-2018 年度のイアン H.S.ライズリーRI会長は 

「ROTARY：MAKING A DIFFERENSE(ロータリー：変化をもたらす)」 

をテーマに掲げられました。 

このテーマを受けて 2017-2018 年度 2600 地区 関ガバナーはロータリーの何をど

のように変えたらよいか、すぐに方向性を出すのは難しいので、まずは自分自身や

自分たちのクラブの「アップデート」が変化のはじまりとなると示されました。ま

た、ロータリーは社会に則した組織になってゆかなければ、生き残りことはできな

くなると危惧され、「口一タリ-の曲がり角を実感してください」と要望されました。 

岡谷ロータリークラブは第 58 期を迎え、間もなく第 60 期の節目となります。こ

れまで諸先輩方が長きにわたって築いて来られた伝統に感謝すると共に、新しいニ

ーズに応えられる、将来に向けたアップデートを実施していきたいと思います。 

具体的には、会員増強の目標を達成させることで組織のパワーアップを図る。社

会に即した組織づくりとしては、クラブの健康チェックを行い 5～10 年後を見据え

たサバイバル計画を立案する。情報発信については職業奉仕、社会奉仕を通してロ

ータリーの価値を多くの人々に周知させる。 

以上の事柄を重点目標として実施していきたいと思います。会員皆様の総力を結

集して取り組みたいと思いますのでご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

【ロータリーの目標及び重点事業】 

1. 2名以上の会員純増 

第 2800 回例会 2017 年（平成 29 年）07 月 04 日(火) 

■ 会長／矢島 進 

■ 副会長／山岸邦太郎・北澤洋之介 

■ 幹事／林 尚孝 

■ R 情報(会報)委員長／佐伯克己 

 
■ 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.2779 

点 鐘：矢島 進          司 会：佐藤有司  

斉 唱：君が代、奉仕の理想     唱 和：四つのテスト   

ラッキーNo：NO. 24 今井康善 

皆 勤 祝：林 靖高 39年・竹村一幸 34 年・中畑隆一 25年・林 裕彦 14年 

       小口 隆 13年・北澤洋之介 9年・濵 毅 5年・小口裕司 3年 

       上條英雄 3 年・宮坂晃介 3年・髙木克彦 2年 

誕 生 祝：林 靖高・矢島實・山崎典夫 

 

 

誕生祝 

 

http://okayarc.org/


 
2. 会員相互の親睦 

3. クラブのプロジェクトやイベントの情報を 

地元メディアに報道依頼 

4. ロータリー活動情報の理解の促進 

5. ⅠＴ化の推進と情報発信 

6. クラブ戦略計画の立案と推進 

7. カンボジア教師育成支援プロジェクトへの協力 

8. 新規事業の模索 

 

                  ≪ 事業計画（Ⅰ） ≫ 

 

牛山幸一直前会長 

 一年間会長をやらせていただきましたが、毎回火曜日に何を話せばいいのか苦痛

だった気持ちが一気に吹き飛びました。この一年は矢島会長と林幹事に頑張ってい

ただき、我々も協力しながら岡谷ロータリークラブが発展していければと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

林 裕彦会長エレクト 

 一年間、矢島会長の背中を見ながら勉強していきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

山岸邦太郎副会長・会員増強委員長 

 一年間矢島会長が健康で、例会日に災害等が起こらない事を祈ります。 

 会員増強委員会としては RI 第 2600 地区の行動計画である会員純増最低１名の達

成および当クラブ目標 2 名以上の会員純増達成を目指し活動したいと思います。ま

た若い会員、女性会員の入会を図り、クラブメンバー全員の協力のもと会員増強を

行いたいと思います。皆様の協力なしでは達成できませんので、ご協力よろしくお

願いいたします 

 

北澤洋之介副会長・プログラム委員長 

 矢島会長、山岸副会長が例会を休む事のないよう願っております。 

プログラム委員会としては、各月間に合わせた楽しい例会を企画したいと思います。

会員の皆様には、卓話の依頼をお願いする時があるかと思いますが、その時には快

く引受けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

太田博久副幹事 

 副幹事としてお金の処理などきちんとやりたいと思います。一年間よろしくお願

いします。 

 

中嶋孝一会計長 

 会計という事ですので、小山会員ときっちり取立てに伺いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 



 
会場監督(SAA)委員会 佐藤有司委員長 

 通常例会は今まで通り、百瀬先生にエレクトーンの生演奏をお願いして、心和ら

ぐ例会にしたいと思います。例会の施設、備品確認とスムーズな進行と、ビジター・

ゲストを歓迎し楽しい例会運営に努めたいと思います。一年間よろしくお願いいた

します。 

 

職業奉仕・保健委員会 矢島 實委員長 

 先日の地区研修会で勉強してきました。良い仕事をし、よい会社を作り、従業員

とその家族の幸せを守り、職業を通じて社会に貢献するという倫理観のある高潔な

志をロータリアンに推奨し、更にはロータリーの職業奉仕の倫理と同一の道徳の心

を持って仕事に取組む姿勢を世に広める活動を行うことを目標とする、という事で

す。事業計画は、職場訪問・健康診断の実施と、例会時における「４つのテスト」

は次回より歌を歌うことになりましたのでよろしくお願いいたします。 

 

社会奉仕委員会 小口 隆委員長 

 今年度の会長方針でもある社会奉仕活動を行っていきたいです。事業計画は今年

度も諏訪湖清掃・清掃例会・忘年会での寄付・薬物ダメ・ゼッタイ運動の募金活動(本

日より募金箱設置)を行いたいと思いますので皆様のご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

国際奉仕委員会 守屋麻里委員長 

 国際間の理解と親善を深めるための活動を基本方針に、従来通り愛のコインのご

協力お願いいたします。その他に、今期または数年後を目処とした国際大会参加、

または埔里ロータリークラブとの親善を目的とした行事の計画ということで一年間

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕委員会 梅垣和彦委員長 

 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 に沿って様々

な青少年活動を企画運営・援助を行います。従来通りの地区補助金事業（子ども達

に伝える絹製品ものづくり「シルク岡谷」を継承する事業）、ボーイスカウト・ガー

ルスカウトへの援助、インターアクト・ローターアクト・RYLAへの協力、児童養護

施設への支援に加え、ロータリー派遣交換学生への応援として８月の例会にお越し

いただき紹介したいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

ロータリー情報委員会 佐伯克己委員長 

 方針としては、会員にロータリーに関する知識や情報を提供し、会員意識の高揚

に努めるとともにコミュニケーションを図りたいと思います。会報の発行、HP の更

新、新入会員セミナーを実施し、ロータリーの価値を内外に広めていけるよう情報

の受入れ、発信をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

出席委員会 濵 毅委員長 

 出席率の報告・記録、出席優良者の表彰、無断欠席者の撲滅ということで一年間

 



 
務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

ニコニコボックス委員会 山崎典夫委員長 

 ニコニコボックスを通じて、クラブにおいての会員間のより一層のコミュニケーションの場と

して、またロータリークラブの貴重な財源となるよう皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す。例会時におけるニコニコボックスの設置、創業記念にご協力をお願いいたします。一

年間よろしくお願いいたします。 

林 尚孝幹事 

 不慣れですので今年は多々ご迷惑をかけるかと思いますが、先輩方に強くご指導いた

だいたり、お叱りも多くいただければありがたいと思っております。一生懸命頑張るつもりで

ございますが、力不足ですので大変不安でありますが一年間頑張らせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

       

      ※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いたします＊ 

 

 

 皆さんこんにちは！ 

 先ずは、牛山会長の年度が富岡ＲＣとの締結調印等、多く実績を残され任期を全

うされましたことに改めて敬意を表すると共にお喜び申し上げます。 

 今年度、私は伝統ある岡谷ＲＣの会長を拝命させていただきましたが、５８期と

いう歴史の重みに身の引き締まる思いです。思えば、私が新入会員としてこの例会

場に足を踏み入れた時、重圧に足がすくんでしまい入会を辞退して帰ろうかと思い

ました。そんな私が今、会長として演台を前にして立っているなんて、当時の私か

ら見れば信じられないことであり、感慨深いものがあります。お引き受けしたから

には、精一杯会長職の任期を全うしたいと考えておりますので林幹事はじめ皆さん

のご協力を宜しくお願いします。 

 また、甚だ恐縮ではありますが、三つの目標を実行させていただきたいと思いま

す。一つ目は、会員の純増２名を最低限実現させていただき、できればもう少し増

強を図りたいと思います。二つ目は、岡谷ＲＣの５年から１０年先を見据えたクラ

ブ戦略を立てたいということです。こちらに於いては会員特別・クラブ戦略委員会

にお願いさせていただきたいと思います。三つ目は、職業奉仕・社会奉仕を通して 

岡谷ＲＣの情報を発信していきたいと思います。以上三点を重点目標として行って

いきたいと思いますので皆様のご協力をお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 名誉会員→今井岡谷市長にお願いするということで理事会で承認されました。 

 委員会構成追加→今年度より「四つのテスト」を歌で歌うこととなり、ご指導

も含め高木昭好会員を職業奉仕追加で兼任していただきます。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

 



 
 委員会構成追加→林裕彦会長エレクト、太田博久次期幹事が会員会則・クラブ

戦略委員会の構成表に載っていなかったのでに追記いたしました。 

 高木昭好会員の出席免除が理事会で承認されました。 

 ７月の R レートは１＄１１１円です。 

 
 

 

矢島 進(会長) 皆様には一年間お世話になりますが宜しくお願いいたします。 

林 尚孝(幹事) 本年度幹事を仰せつかりました林 尚孝です。一年間一生懸命やります

のでお願いいたします。 

牛山幸一(直前会長) 一年間お世話になります。宜しくお願いします。 

林 裕彦(会長エレクト) 一年間よろしくお願いいたします。 

林広一郎・太田博久(副幹事) 副幹事です。一年間よろしくお願いします。 

中嶋孝一・小山 智(会計) 今年も一年宜しくお願いします。 

山岸邦太郎・小口泰史・中村文明・大橋正明(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。 

小口 隆・瀬戸雅三・高木昭好(社会奉仕委員会) 一年間宜しくお願いします。 

佐藤有司・宮坂晃介・髙木克彦(SAA委員会) 本年度SAAを担当させていただきます。一

年間よろしくお願いいたします。 

梅垣和彦・上條英雄(青少年奉仕委員会) 一年間よろしくお願いします。 

宮澤由己・宮坂宥洪(米山記念委員会) 一年間宜しくお願いします。 

北澤洋之介・中畑隆一・濵 透(プログラム委員会) 楽しい例会を企画したいと思います。 

宮坂 伸・中村文明(R 財団委員会) お願いすることばかりですが中村文明さんと共によろ

しくお願いします。 

矢島 實・濵 俊弘・高木昭好(職業奉仕委員会) 一年間宜しくお願いします。 

薩摩 建・今井康善・瀬戸雅三・宮坂晃介・笠原新太郎・髙木克彦(親睦委員会) 

皆様の親睦を深められるよう一年間頑張ります。ご参加の程、よろしくお願いします。 

佐伯克己・小口裕司(R 情報委員会) 一年間お世話になります。新しい情報をより多く発

信したいと思います。よろしくお願いいたします。 

濵 毅・林 靖高(出席委員会) 一年間お世話になります。 

竹村一幸・守屋麻里・尾関秀雄(国際奉仕・奨学事業委員会) 一年間よろしくお願いいた

します。 

平沢清文・山崎典夫(ニコニコボックス委員会) お世話になります。宜しくお願いします。 

  

 

会員数３９名、出席者３４名、出席率９１.８９％、前々回訂正８９.７４％ 

 
                               

2017-2018 年度 RIテーマ  

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY：MAKING A DIFFERENSE 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

 


