
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 方 針 

 2013-2014 年度ＲＩ会長ロンＤ．バートン氏（アメリカ ローマンＲＣ）

は、本年度ＲＩテーマを「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」

と発表されました。また、私たちの土台は、これまでと同じように、ロー

タリーの中核的価値観である奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシッ

プです。地域社会の問題を自分自身の責任として受け止め、それに基づいて行動し、イニ

シアチブを発揮し、最善の努力をすることとしています。 

 今期より、ロータリー財団の新しい補助金制度として「未来の夢計画」の実施年度でも

あり、前年度より計画を立てるようになりました。 

 岡谷ロータリークラブにおきましては、ガバナー年度がスタートするにあたり会員全員

のガバナーへの協力と、地域社会に密着した奉仕活動を通して、元気なクラブづくり、楽

しいクラブづくり、全員の希望に応えられる柔軟なクラブづくりにしっかりと努めて参り

たいと思います。   会員の皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 

［ＲＩ会長 強調事項］ 

１．ポリオ撲滅 

２．全世界一斉「未来の夢計画」の実施年度 

３．ＲＩ戦略計画の推進 

４．会員増強と退会防止 

５．ソーシャルメディアによるコミュニケーション 

６．ロータリーの公共イメージの向上 

７．新世代に対する期待 

点 鐘：中畑 隆一        司 会：林 靖高 

斉 唱：君が代、奉仕の理想    ラッキーNo：No.16  梅垣和彦 

唱 和：四つのテスト 

皆 勤 祝：山岡正邦 38年・林 靖高 35 年・竹村一幸 30年 

      白鳥修次 28年・小野 仁 27年・中畑隆一 21年 

      林 裕彦 10年・北澤洋之介 5年・ 濵 毅 1年・小林純一 1年 

誕 生 祝：林 靖高・矢島 實・宮坂宥澄・山崎典夫 誕生祝 

第 2622 回例会 2013 年（平成 25 年）7 月 2 日（火） 

■ 会長／中畑隆一 

■ 副会長／小口泰史・原 史郎 

■ 幹事／佐藤有司 

■ 会報委員長／北澤洋之介 

 

■ 事務所／岡谷市中央町 1-4-12 ホテル岡谷 3F・Tel/0266-22-6939・Fax/0266-23-6939  
URL：http://okayarc.org・E‐mail：okayarc@ bz04.plala.or.jp 
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８．ウェブサイトの充実 

 

［クラブ主要目標］ 

１．地区ガバナーへの支援、協力 

２．ＲＩ会長強調事項の「ポリオ撲滅」への協力と「未来の夢計画」の推進 

３．会員相互の理解と親睦(家族を含めた) 

４．新会員の増強と退会防止 

５．近隣クラブとの友好と協力 

６．ロータリー財団、米山記念奨学会への協力 

７．奉仕活動による地域社会への広報 

８．ＲＩ会長賞への挑戦 

 

 

 

 

 

 

 伝統と歴史のある岡谷ロータリークラブ第 54 期の会長を仰せつかり、今日より努

めさせていただく事となりました。 

 1992 年に入会させていただき、先輩方や多くのメンバーのご指導を仰ぎながら、

なんとなく 21 年間在籍して参りましたが、もともと非才の身でその器ではございま

せんが、重責を思えば身のすくむ思いと不安を感じながらのスタートです。幸いに

も優秀な佐藤有司幹事を頂いておりますので一面、安心かなとも思います。宮坂伸

直前会長のような話題や知識が豊富でもなく、ましてや話すことが不得手でありま

すので、挨拶は出来るだけ短くしていきたいと思います。 

 本年度 RI テーマでもあります「ロータリ―を実践し みんなに豊かな人生を」の

方針にもとづき「奉仕と親睦」を基本に地域社会に密着した奉仕活動を通して伝統

ある岡谷 RCが少しでも前進するように心がけ、会員の皆様方のご協力をいただきな

がら、一年間努めさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

・ 島田直前ガバナー事務所より「会員増強・拡大賞」が届きました。 

・ 理事会報告：年会費 25万円。メーキャップ料 2000円。 

 

 

 

 

会 長 挨 拶 

会 長 報 告 

 



 

 

・ 直前ガバナー事務所よりガバナー事務所閉鎖の案内が届きました。7/1-9/30 ま

では直前ガバナー事務所となります。 

・ 市民憲章推進協議会より市民憲章のしおりが届きました。必要な方は事務局まで。 

・ 7月の R レート 1＄99円 

・ 本日例会終了後に会則特別委員会を開催いたします。 

 

 

ガバナー事務所 月信担当  月信 1号がレターケースに入っております。ご覧くだ

さい。併せてホームページも公開しております。よろしくお願いします。 

ガバナー公式訪問担当  公式訪問担当表をお配りしてあります。7/24-11/19 まで

の日程となっております。表に同行 1・サポート 1・サポート 2とありますが、同行

1の方が都合の悪い場合はサポート 1・2 の方に代わってもらって下さい。全員都合

か悪い場合は事務局までお問い合わせ下さい。当日は 11：30 から会長、幹事会が行

われますので時間までに到着するようにしてください。12：30から例会となります。

例会出席は任意ですが、事前に登録をしますので事務局までお知らせください。ご

協力の程、よろしくお願いします。 

社会奉仕委員会  薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動のための募金をお願

いします。7 月末まで受け付けに募金箱を置きますので、積極的な募金をお願いし

たいと思います。 

 

 

 

国際大会参加報告 

尾関秀雄地区幹事  

6/19日にリスボンの国際大会に向けて岡谷を出発し、27日には全員

無事帰って参りました。日本人参加者が約 400 名ということで岡谷 RC より 22 名が

訪れ、宮坂ガバナーの面目も保てたと思います。 

 私は 2 日間出席しました。一番感じたことはもう少し英語を勉強しておけば良か

ったと思いました。前列 5 列目までは次期ガバナーの席でした。各国の民族衣装や

サンダル履きの人や色々でしたが、日本人は英国についでジェントルマンの国だと

感じました。会員が 10 万人を割っております。10 万人まで増強をしたいと田中作

次 RI会長が話されていました。言葉が解らないなりにも財団の重要性を感じました。

重要な点は地区方針にも全て入っております。 

 昨年度よりご協力頂いておりますが、今年はガバナー年度です。個人の協力をお

願いする事になるかと思いますので、よろしくお願いします。 

矢島 進 地区総務委員会小委員長 

 尾関さんを団長として行って参りました。クラブより餞別を頂きましたので、皆

さんにお土産を用意いたしました。ありがとうございました。 

幹 事 報 告 

委員会報告 

ガバナー事務所報告 

 



 

事業計画(Ⅰ) 

宮坂 伸 直前会長 

 一緒に協力をさせていただきます。一年間よろしくお願いします。 

 

宮澤 由己 会長エレクト 

 来年の事を考えるとゾッとしますが、与えられた試練と受け止めて、一年間じっ

くり勉強したいと思います。よろしくお願いします。 

 

原 史郎 副会長・プログラム委員長 

 中畑会長、佐藤幹事の足を引っ張らないようにしっかりフォローできればと思っ

ております。一年間よろしくお願いします。 

 

井上保子 副幹事 

 幹事見習いをさせていただきます。一年間よろしくお願いします。 

 

中嶋孝一 副幹事 

 会長、幹事の足を引っ張らないように一生懸命頑張りたいと思います。一年間よ

ろしくお願いします。 

 

北村 正春 会計長 

 また、忙しい役が来ました。皆様に各お祝いのお金を頂きに参ります。快く出し

て頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

会場監督(SAA)委員会 林 靖高 委員長 

 スムーズな例会進行を心掛けていきたいと思います。夏はクールビズで楽な服装

で例会を楽しんで頂きたいと思います。冬はウォームビズでゆったりとした服装で

例会を楽しんで頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

職業奉仕委員会 髙木 昭好 委員長 

 職業奉仕の再認識と会員の健康増進に努めます。特に健康診断は受診者が毎年減

少しております。今期も実施する予定ですので、ぜひ多くの方に受診して頂きたい

と思います。一年間よろしくお願いします。 

 

社会奉仕委員会 梅垣 和彦 委員長 

 諏訪湖清掃、清掃例会等々、ご協力よろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員会 平沢 清文 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。ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 



 

会則特別委員会 大橋 正明 委員長 

 会長・幹事の意向をもって、会則変更のある時に検討をしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

青少年奉仕委員会 山岡 正邦 副委員長 

 次世代を担う青少年への、様々な育成事業に協力、援助いたします。一年間よろ

しくお願いします。 

 

ロータリー情報委員会 北澤 洋之介 委員長 

 多様化する情報伝達手段の研究によりクラブ内の情報の共有に役立てる。クラブ

内活動の広報、PRの推進を行いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＝＝ 一年間よろしくお願いします。＝＝ 

 

  

中畑隆一・佐藤有司  今年一年よろしくお願いします。 

宮澤由己  一年間勉強させていただきます。 

井上保子・中嶋孝一  副幹事として一年間よろしくお願い致します。 

北村正春  一年間会計です。宜しくおつきあい下さい。 

林 靖高・竹村一幸・大橋正明(会場監督(SAA)委員会)  １年間おせわになります。 

梅垣和彦・佐伯克己(社会奉仕委員会)  一年間よろしくお願いします。 

武井利夫・濵 俊弘・守屋麻里・薩摩 建・瀬戸雅三・林 尚孝(親睦委員会)  １

年間宜しくお願い致します。 

山岸邦太郎・林 裕彦・小林純一(出席委員会)  一年間よろしくお願い申し上げ

ます。 

白鳥修次・中村文明・原 史郎(プログラム委員会)  皆さんに卓話をお願いする

こともあるかもしれません。一年間よろしくお願い致します。 

北澤洋之介・牛山幸一・小松正二(R 情報委員会)  一年がんばります。 

矢島 進・小野 仁(R 財団委員会)  本年度皆様にご協力をお願いに行きますの

でよろしくお願いします。 

山岡正邦(青少年奉仕委員会)  よろしくお願いします。 

高木昭好・林広一郎・小口哲男(職業奉仕委員会)  一年間よろしくお願い致します。 

平沢清文・宮坂宥澄(国際奉仕委員会)  １年間中畑会長の下頑張ります。 

濵 毅・中嶋孝一・山崎典夫(ニコニコボックス委員会)  今年一年よろしくお願

い致します。 

井上保子・大橋正明・尾関秀雄・竹村一幸・中村文明・林 裕彦・宮坂 伸・宮澤

由己・守屋麻里・矢島 進・矢島 實・山岡正邦  国際大会より無事に帰国する

ことが出来ました。 

尾関秀雄  岡谷組創業 95 年苦労しながら続きました。皆様に感謝申し上げます。 

ニコニコボックス 

 



 

 

会員数４５名、出席者３５名、出席率８３.３３％、前々回訂正１００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告 

2013〜2014年度 RI テーマ 
ロータリ―を実践し 

みんなに豊かな人生を 

 


