
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 方 針 

2014-2015年度RI会長ゲイリーC.K.ホァン氏は、今年度RIテーマと

して「ロータリーに輝きを(Light up Rotary)」を発表されました。

その中で、ロータリーの奉仕を人びとと分かちあい、クラブをより

強力なものとし、地域社会でロータリーの存在感を高めることで、

「ロータリーに輝きを」もたらしていただけるようお願いいたします。と述べられ

ております。 

そして、RI会長強調事項として ◆RI戦略計画の推進(・クラブの支援と強化・人

道的奉仕の重点化と増加・公共イメージと認知度の向上) ◆会員増強、特に若い人、

女性を加える。 ◆財団への寄付増進 ◆ポリオ撲滅への継続支援  ◆Rotary 

momentを様々な機会に語ろう。 ◆ロータリーデーを成功させよう。 ◆ロータリー

ファミリーを充実させよう。を掲げておられます。 

また、今年度2600地区ガバナー中川博司氏は「明日のために今こそ行動を」を提

唱されロータリアンの会員増強、退会防止対策等について今こそ行動を起こしまし

ょう。と述べられました。 

これらを踏まえ岡谷ロータリークラブも地区ガバナー輩出クラブとしての誇りを

胸に今一度原点に戻り、前期より始まりました「未来の夢計画」の実施をはじめ、

多くの奉仕活動を通して会員相互の親睦を図り意義のある活動を展開して行きたい

と思いますので、会員の皆様方のご協力をお願い致します。 

 

[クラブ主要目標] 

1. 会員の増強ならびに退会防止 

2. 会員相互の親睦 

点 鐘：宮澤 由己            司 会：林  裕彦 

斉 唱：君が代、奉仕の理想        唱 和：四つのテスト 

ラッキーNo：30  原  史郎 

皆 勤 祝：林 靖高 36年・竹村一幸 31 年・小野 仁 28年 

中畑隆一 22年・林 裕彦 11年・北澤洋之介 6年 

誕 生 祝：林 靖高・矢島 實・宮坂宥澄・山崎典夫 

第 2667 回例会 2014 年（平成 26 年）7 月 1 日(火) 

■ 会長／宮坂由己 

■ 副会長／笠原新太郎・中嶋孝一 

■ 幹事／井上保子 

■ 会報委員長／原 史郎 

 
■ 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  
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3. 「未来の夢計画」の実施 

4. ポリオ撲滅への継続支援 

5. 友好クラブをはじめ、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支援 

7. 奉仕活動による地域社会への広報 

8. 地区大会をはじめＩＭ等、各種会合に積極的参加 

9. 清掃例会、夜間例会、早朝例会の継続 

10. RI会長賞への挑戦 

 

 

 

 

事業計画(Ⅰ) 

中畑隆一 直前会長 

 直前会長として宮澤会長を盛り上げながら協力させていただきます。一年間よろ

しくお願いします。 

 

小口泰史 会長エレクト 

 12月にノミニーになりまして、まだ１年半あると思いましたが、半年間何もせず

に終わりました。ふと考えると今年の 12月から委員会構成や「未来の夢計画」の準

備が」始まります。皆様方のご協力を頂きながら、勉強しつつ活動して参りますの

で、一年間よろしくお願いいたします。 

 

中嶋孝一 副会長 

 会長の足を引っ張らないように、一年間頑張ります。ご指導の程、よろしくお願

いいたします。 

 

山崎典夫 副幹事 

 井上幹事のサポートを頑張ってやっていきたいと思います。 

 

梅垣和彦 副幹事 

 井上幹事を支えつつ迷惑を掛けないようにやっていきたいと思います。 

 

佐藤有司 会計長 

 昨年度は大変お世話になり有り難うございました。本年度は会計という事で皆様

から集金させていただきます。よろしくお願いします。 

 

会場監督(SAA)委員会 林 裕彦委員長 

 ４年目を迎えます百瀬まどか先生のエレクトーンの生演奏で心和らぐ例会を行い

たいと思います。ご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 



 

 

職業奉仕・保健委員会 守屋麻里副委員長 

 委員長に代わって報告いたします。あらゆる職業において高度な道徳と品位を守

り公正な取引を推進します。一年間よろしくお願いします。 

 

社会奉仕委員会 矢島 實委員長 

 会長方針に基づき、団体として地域社会への奉仕活動を行います。本年度は「未

来の夢計画」の補助金事業をいたします。よろしくお願いします。 

 

国際奉仕・奨学事業委員会 中村文明委員長 

 10月 23 日から 5 日間の埔里 50 周年式典参加がメイン事業となります。一年間、

ご協力よろしくお願いします。 

 

青少年奉仕委員会 北澤洋之介委員長 

 BS,GS への援助いたします。つつじが丘学園への支援 RA,IA、ライラへの協力で事

業を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

職業分類・会員選考委員会 髙木昭好委員長 

 皆様より会員増強として大勢の方を紹介して頂かないと委員会の仕事がありませ

ん。岡谷 RC がもっと勢いよくなるように、委員会の仕事が多くなるように、ぜひお

願いします。 

 

ロータリー情報(会報･雑誌･広報)委員会 原 史郎委員長 

 クラブ内の活動の広報、PRの推進。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ことを基本方針といたします。よろしくお願いします。 

 

出席委員会 宮坂宥澄委員長 

 皆さんに初心を思い出して頂き、出席率の向上を図りたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

ニコニコボックス委員会 薩摩 建委員長 

 皆様のご協力あってのニコニコボックス委員会です。一年間よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

※事業計画の詳細は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。＝＝ 

 

 

 

 



 

 

   

こんにちは、歴史と伝統のある岡谷ロータリークラブの第 55 期の会長を務めさせ

ていただくことになりました、宮澤でございます。中畑会長さんご苦労様でした。I

年間じっくりと準備をしてきたつもりでしたが、まだまだ不安でいっぱいです。 

しかし、幸いな事に幹事として井上保子会員が付いていてくださるので安心して

おります。いずれにしましても、皆様のご協力を得なければこの重責は果たせませ

ん、どうかよろしくお願いいたします。 

思えば、入会させていただいて 18 年目になりますが正直言ってここまでやって来

れるとは、思っても見ませんでした。これには、親身になって指導して下さった諸

先輩方、そして素晴らしい仲間の皆さん方がいたからだと思います。そんな意味も

含めて今年は、“和”のある明るい楽しいクラブ作りの年にしたいと思います。 

〜奉仕の理想に集いし友よ〜と「奉仕の理想」を歌って 18 年、まだまだ、歌い続

けるつもりでいますので今年一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 理事会報告 名誉会員を今井岡谷市長にお願いをいたします。年会費は 25万円。

メーキャップ料は 2000円。他、承認されました。 

以下の方に新しく委員会に加わっていただきます。会員増強・家族委員会小口

泰史委員※、林裕彦委員※、佐藤有司委員※・R情報委員会守屋麻里副委員長※ 

 富岡 RC より新バナーが送られました。回覧します。 

 

 

 

 

 例会終了後、会則特別委員会をクラブ事務所にて開催します。 

 7月のロータリーレート 1＄102円。 

 宮坂ガバナー事務所閉鎖の案内が届きました。 

 望月ガバナーエレクト事務所開設の案内が届きました。 

幹 事 報 告 

会 長 報 告 

会 長 挨 拶 



 

 

  

宮沢由己（会長）・井上保子（幹事）  精一杯努めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

小口泰史（会長エレクト）  一年間よろしくお願いします。 

中嶋孝一（副会長）  一年間よろしくお願いいたします。会長の足を引っ張りな

がらがんばります。 

山崎典夫（副幹事）  一年間よろしく願いします。 

中畑隆一（直前会長）  楽な気持ちで例会に出席できます。 

佐藤有司（会計）  昨年度は幹事として一年大変お世話になりました。本年は会

計としてお世話になります。一年間よろしくお願いいたします。 

大橋正明・守屋麻里（職業奉仕・保健委員会）  一年間よろしくお願いいたしま

す。 

北澤洋之介・杉田隆夫（青少年奉仕委員会）  一年よろしくお願いします。 

小松正二・髙木昭好（職業分類・会員選考委員会）  一年間、よろしくお願いし

ます。 

宮坂 伸・尾関秀雄（米山記念奨学会）  一年間よろしくお願いします。 

林 裕彦・太田博久・濵 俊弘（会場監督(SAA)委員会）  一年間、楽しい例会

運営に努めます。よろしくお願い申し上げます。 

佐伯克己・濵 毅・平沢清文・林 広一郎・山岸邦太郎・林 尚孝（親睦委員会）  

皆さんの親睦と融和を図れるよう、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

原 史郎・守屋麻里（ロータリー情報・広報委員会）  皆さんのご協力をいただ

き一年間務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

笠原新太郎・牛山幸一（会員増強委員会）  危機的状況です。是非、皆さんのお

力を借りて会員増強します。 

宮坂宥澄・竹村一幸・小林純一（出席委員会）  皆様のご協力をお願いして、出

席率向上に努めて参ります。 

矢島 實・山岸邦太郎（社会奉仕委員会）  一年間よろしくお願いします。 

中嶋孝一・瀬戸雅三・武井利夫（プログラム委員会）  一年間よろしくお願いい

たします。充実した時間を過ごすよう努力します。 

中村文明・林 尚孝（国際奉仕委員会）  よろしくお願いいたします。 

矢島 進・太田博久（ロータリー財団委員会）  ご寄付よろしくお願いします。 

薩摩 建・林 靖高・梅垣和彦（ニコニコボックス委員会）  一年間、楽しい例

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３５名、出席率８９.７４％、前々回訂正８７.５０％ 

 

 

出 席 報 告 

ニコニコボックス 

2014〜2015年度 RI テーマ 
ロータリ―に輝きを 
Light up Rotary 

 


