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司 会：宮沢由己           斉 唱：君が代、奉仕の理想 

第 2346 回例会 2007 年（平成 19 年）7 月 3 日（火） 
 

点 鐘：大橋正明           ラッキー No.：Ｎｏ.７ 小口俊光 

委嘱状：第 2600 地区青少年育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ危機管理委員  濵 透・藤森睦美 
皆 勤 祝：山岡正邦 32 年、小口雅弘 32 年、林 靖高 29 年、竹村一幸 24 年 

 

 
 

誕
生
祝 

白鳥修次 22 年、小野 仁 21 年、小口俊光 16 年、中畑隆一 15 年 
塚田昌滋 12 年、山岡晴男 11 年、坂井忠彦 10 年、林 裕彦 4 年 

誕 生 祝：濵 透、林 靖高、矢島 實 
永田修平、山崎典夫、宮坂宥澄 

 
 
 
 
 

 

会 長 方 針 
ウィルフリッド J.ウィルキンソン 2007-08年度 RI会長はロータ

リアン 120 万人の会員の間に共通する一本の強力な糸が存在する

とすればそれは「分かち合い」という名の精神でできた糸であると

申しております。 

また、今年度 2600 地区ガバナー土屋磯司氏は「ロータリーを私

たちの手に、“Rotary in your hands”」を提唱されました。ロー

タリアンの大切な人生に生涯の誇りとなるロータリークラブ作りを目指したいと申

しております。 

 喜びも、悲しみも、時間も分かち合い、仲良く楽しいより身近なロータリークラ

ブ作りに努めてまいりたいと思います。 

 

 本年も RI 前年度ボイド会長の「水保全、保健および飢餓救済、識字率向上、ロー

タリー家族」の継続を述べており岡谷ロータリークラブも 50 周年に向けて、我らの

子孫に何が残せるか、負の遺産を残したくない、と言う観点から水保全プログラム

に取り組んでまいりたいと思います。 

 奉仕活動を通じ会員相互の友情を高め、些事を怠ることの無いよう地域社会に根

差した活動を試みたいと思います。会員皆様のご協力をお願いいたします。 
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[主要目標] 

1．創立５０周年に向けての事業計画の模索 

2．国内の友好クラブ設立を模索 

3．退会防止、増強（純増１名） 

4．水保全・表流水保全の為のプログラム 

5．米山記念奨学会・ロータリー財団年次寄付への理解と達成（1日 100 円運動） 

6．ＩＴ化後の円滑な運営 

7．清掃例会の継続 

8．ＲＩ会長賞への挑戦 

9．近隣クラブ、友好クラブ（台湾埔里 RC）との交流 

10．夜間移動例会により会員相互の親睦を図る 

11．ロータリー活動の広報広聴 

12．RI に関わる会合は禁煙（夜間例会等は除く） 

 

 会 長 挨 拶 
皆さんこんにちは 
まず、前年度の竹村会長始め執行部のすばらしい運営に敬意を表したいと思います。 
7 月の土砂災害に始まり多くのご苦労があったのですが、無事任期満了され大変ご

苦労様でした。 
さて、やっと、待ちに待った日がやってまいりました。 
7 月の第一火曜日が訪れるのがこんなに長いとは思っても見ませんでした。 
歴史と伝統のある岡谷ロータリークラブの会長と言う貴重な経験をさせて頂ける事

に感謝申し上げます。クラブの名を汚さぬよう努力してまいりたいと思います。 
 
クラブ会員相互が仲良く手を取り合い、経済人として繁栄していかねば何もなりま

せん。 
お互い声を掛け合い癒せるクラブ作りに努めてまいりたいと思います。 
 
最後に今期の理事、委員長さんにも皆さんのお力添え、いただきますようお願い申

し上げ挨拶に代えさせていただきます。 
一年間よろしくお願いいたします。 
 
退会挨拶 
笠原久平会員 
 昭和 58 年に入会してから 24 年間お世話になりました。至らない者でしたがロー

タリーの精神と友情で親しくして頂き、楽しく過ごせました。ありがとうございま

した。入会した時は私を含め 3 名が入会しましたが、3 人の中では最後の退会者と

なりました。私を紹介して下さった方も亡くなられ、時間の過ぎるのを感じます。

今後も岡谷 RC が益々のご発展をされることを祈念して、ご挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。 
 



 

 

新会員紹介 
笠原祥一会員 (かさはら しょういち) ６０歳 
山二発條(株) 取締役岡谷工場長 
職業分類：１８ 金属加工  細分類：スプリング製造 
 伝統ある岡谷 RC に入会させて頂きました。不慣れな者でござい

ますが皆様のご指導の下、会員としての任務を全うしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
 

 
・ 委員会構成に変更があります。会報･雑誌･広報･ＩＴ委員 小口泰史(会計と重複) 
・ 過日、7・8 月の例会予定をお知らせ致しましたが、7/17 に職場訪問が入りまし

たので移動夜間例会の開始時間を 6：45 に変更します。 
・ 次週例会前 12：00 より理事会を開催します。 
・ 諏訪商工会議所より 7/27・28 開催の「諏訪の長い夜」の前売りパスポート販売

の案内が届いております。大人 2000 円、他にファミリーセット等ありますので

希望の方は事務局までお申し出下さい。 
 

 

幹 事 報 告 

委員会報告 
職業奉仕・保健委員会  7/17(火)に職場訪問を行います。午後 5：15・グリーン

バレーファーム。カーネーション畑を見学して頂きます。その後の夜間例会にて卓

話をお願いしてあります。5：00 にホテル岡谷さんよりバスが出ますのでご利用下

さい。多くの方のご参加をお願いします。 
 

事 業 計 画 ( Ⅰ )  
宮坂 伸 副会長 
 会長の事故のあった時の出番だと思いますので、突然では私も困りますので事前

に事故がある様に・・・・。一生懸命頑張ります。 
 
小口俊光 副会長 
 2 番目の副会長です。出番は本日しか無いと心得ております。 
 
平沢清文 会長エレクト 
 半年間竹村会長を見て勉強して来ましたが何も分かりませんでした。今年１年間

大橋会長の下、勉強させて頂き来るべき時に備えたいと思います。 
 
竹村一幸 直前会長 
 前年度は大変にお世話になりました。大橋年度に少しでも協力が出来るように努

力していきたいと思います。 
 



 

 

小口泰史 会計長 
 ある会員さんが会計は１年間一生懸命幹事をやった評価を頂いての非常に品格の

高い仕事であると言われました。一生懸命頑張ります。 
 
井上保子 職業奉仕・保健委員長 
 会長方針に沿って地域に根ざした奉仕活動と四つのテストの活用、老人介護への

理解を進めて参りたいと思います。皆様のご協力をお願いします。 
 
北村正春 社会奉仕委員長 
 会長方針にある「水保全」を次に続けられるような企画を作りたいと思います。

ご協力をお願いします。 
 
濵 俊弘 職業分類・会員選考委員長 
 会員の増強がないと出来ませんので、よろしくお願いします。 
 
太田博久 出席委員長 
 １年間よろしくお願いします。やるべき事はきちっとさせて頂きたいと思います。 
 
佐藤有司 新世代活動委員長 
 会長方針にある子育て支援に取り組みたいと思います。ご協力お願いします。 
 
林 靖高 ロータリー情報委員長 
 情報のスムーズな伝達をするという事ですが、会長、幹事への連絡のほうが早い

のでそちらから伝わると思います。私のほうは「ロータリーの友」誌に良い記事が

あった時には紹介したいと思います。また会員セミナーを開催します。今月の紹介・

諏訪中央病院名誉院長 鎌田實先生「夫婦の絆、心のふれあい」 ・「ガバナーの横

顔」日本初の女性ガバナー誕生です。よろしくお願いします。 
 
山岡晴男 プログラム委員長 
 ほとんどが卓話の依頼です。現在計画中です。楽しい例会づくりを企画し会員相

互の意思疎通を図るため、月１回の夜間例会の開催。 
 
宮沢由己 ＳＡＡ委員長 
 ご協力をお願いします。今日もリハーサルをしましたが、緊張でまごついてしま

いました。 

一年間よろしくお願いします。 
 
 
 
 



 

 

 ニコニコボックス 
大橋正明・牛山幸一  美くしき 花の心のロータリアン 超我の奉仕を 我は目

指さむ 一年間よろしくお願いします。 
宮坂 伸  副会長を拝命いただきました。委員会ありませんのでどなたか遊んで下

さい。 
平沢清文・矢崎宏明  一年間よろしくお願い致します。 
宮沢由己・藤森睦美・坂井忠彦(ＳＡＡ委員会)  一年間よろしくお願いします。 
小口成人・尾関秀雄(米山奨学委員会)  今年もご協力お願いします。 
山崎典夫・山岸邦太郎(ニコニコボックス委員会)  一年間よろしくお願いします。 
小野 仁(国際奉仕委員会)  一年間よろしくお願いします。 
杉田隆夫・林 裕彦(会員増強・家族委員会)  一年間よろしくお願いします。 
井上保子・小口雅弘(職業奉仕・保健委員会)  一年間よろしくお願いします。 
山岡晴男・塚田昌滋・矢崎宏明(プログラム委員会)  よろしくお願いします。 
濵 俊弘(職業分類・会員選考委員会)  本年一年間よろしくお願いします。 
林 靖高・山岡正邦(ロータリー情報委員会)  一年間よろしくお願いします。 
太田博久・小松正二・高木昭好(出席委員会)  ご迷惑をかけないよう頑張ります。

よろしくお願いします。 
宮坂宥洪(ロータリー財団委員会)  よろしくご協力の程お願い申し上げます。 
佐藤有司・中畑隆一(新世代活動委員会)  会員の皆様には一年間お世話になりま

す。御協力の程、よろしくお願い致します。 
矢島 實・宮坂宥澄・濵 透・高木昭好・小松洋司(親睦委員会)  親睦委員会の行

事にご協力をお願いします。 
白鳥修次(会報・雑誌・広報・ＩＴ委員会)  一年間よろしくお願いします。 
北村正春・今井 紅(社会奉仕委員会)  一年間よろしくお願いします。諏訪湖畔・

駅前清掃にご協力下さい。 
竹村一幸・小口泰史  昨年度は大変お世話になりました。本年度もよろしくお願

い致します。 
宮坂宥洪  大橋会長、牛山幹事にご期待申し上げます。 
笠原祥一  今日から入会致します。よろしくお願い致します。 
笠原久平  6 月 30 日で退会致します。長い間ありがとうございました。 
中畑隆一  創業 52 年が過ぎました。今後もよろしくお願いします。 
 
 

 出 席 報 告 
会員数４７名、出席者３８名、出席率８０.８５％、前々回訂正７２.３４％ 
 
 2007-2008 年度ＲＩテーマ 

ロータリーは 
分かち合いの心  

ＲＯＴＡＲＹ ＳＨＡＲＥＳ 

 
 
 



 

 
 


