
 

  

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは 

 ついに師走に突入し、2019 年（令和元年）も最後の月になりました。 

師走の由来は諸説紛々ありますが、有力な説は「年末は師が忙しくて走り回るから」だそう

ですが、その師とはだれを指すのか「僧侶の師」「御師（おし・おんし）」富士講など今でいう

観光ガイド、「教師」と様々なようです。 

いずれにしましても慌ただしい時期ですので、気を付けてお過ごしください。 

さて会長報告で申し上げるところですが先月の 30 日に諏訪湖ＲＣの 35 周年記念式典

並びに祝賀会に幹事と共に出席させて頂きました。 

1985 年（昭和 60 年）12 月 12 日に岡谷ＲＣがスポンサークラブとなり諏訪湖ＲＣが誕生した

わけであります。 

 本年度、諏訪Ｇ内の周年のある 3 クラブの中で最初の周年記念式典でありました。 

次は 2 月 8 日の岡谷、最後が 2 月 23 日のエコーとなります。今回の式典並びに祝賀会は

当クラブにとって非常に参考となるもので、我々の記念夜間例会に生かしていきたいと思

っております。 

2 月 8 日、まだ時間があると思いがちですが年末・年始を挟みますので実質 1 か月位と考

えた方がいいかと思います。 

今年の流行語大賞がＲＷＣで脚光を浴びた「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」であります。 

記念夜間例会担当の部会の皆様を始め、会員全員の皆様のご協力をお願いするしだ

いであります。 

また今月は疾病予防と治療月間であります。冬を通して言えることですが、インフルエン

ザの流行が突如やってきます。マスクなどちゃんと着用して対策をとっておきましょう。 

この後、次年度に関係する大事な総会がありますので簡単ですが挨拶とさせて頂きます。 

会 長 挨 拶 
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 来年 2/8 に岡谷ＲＣ60 周年記念夜間例会をミラノサローネ・アネックスで行う予定でし

たが、人数の関係でホテル紅やに変更いたしましたのでご了承ください。 

 次週 12/10 は、親睦家族忘年会をメモリーさんで行います。点鐘は 18：00 です。 

 第 2600 地区古川ガバナーより、台風 19 号災害に対する義援金について、地区では

300万円を寄付いたしましたが、各クラブに於いても 1人5,000円以上を目処にお願い

したいとの事で、岡谷ＲＣとして 10 万円を義援金として支出する事を理事会で承認い

ただきました。 

 Ｒ財団クラブ寄付として、ポリオプラス 1人/30＄、平和センター1 人/500円を送金いた

しましたので、ご報告いたします。 

 12 月のＲレートは、１＄＝108 円です。 

 

親睦委員会  来週 12/10 は恒例の親睦家族忘年会を開催いたします。17：30 開場

でウェルカムドリンクをご用意したおります。18：00 より例会、例会終了後、忘年

会という流れです。今年もご家族様、お子様に楽しんでいただけるようなアトラク

ションをご用意しております。豪華景品のビンゴ大会も開催いたしますのでお楽し

みいただきたいと思います。 

 

＊＊年次総会＊＊       議長：佐藤有司会長  司会：梅垣和彦幹事 

 役員・理事指名委員会林 裕彦委員長より、2021-2022 年度（第 62 期）会長に 

山岸邦太郎会員が指名され、承認されました。 

 中村文明会長エレクトより、2020-2021 年度（第 61期）理事・役員構成（案） 

Ｒ財団委員長（案）の提案が出され、承認されました。 

 

2020-2021 年度（第 61 期）  理事・役員 

△◎ 会長          中村文明 △◎ 会計          梅垣和彦 

△◎ 直前会長        佐藤有司 △◎ 会場監督（ＳＡＡ）   中嶋孝一 

△◎ 会長エレクト     山岸邦太郎  ◎ 職業奉仕        吉村栄二 

△◎ 副会長（会員組織強化） 林 尚孝  ◎ 社会奉仕        矢島 実 

△◎ 副会長（クラブ奉仕）  髙木克彦  ◎ 国際奉仕        守屋麻里 

△◎ 幹事          小口 隆  ◎ 青少年奉仕       佐伯克己 

☆ 副幹事        笠原新太郎  

 ☆ 副幹事         瀬戸雅三    ◎理事 △役員 ☆理事会オブザーバー 

○ロータリー財団委員長    宮坂晃介 

 

＊挨拶（2020-2021 年度 第 61 期） 

・中村文明会長 

 今年 60 周年記念が終わり、そして来年は矢島進ガバナー補佐事務局が輩出と言うこと

で忙しい一年になるかと思いますが、皆さんのご協力の下一生懸命やっていきたいと思い

幹 事 報 告 

委員会報告 

 



 
ます。よろしくお願いいたします。 

 

・佐藤有司直前会長 

 まだまだ今年度も終わっていないので、この場で挨拶できる立場でもありませんが、次年

度笑顔でここに立てるようにしたいと思いますので、今年度もよろしくお願いいたします。 

 

・山岸邦太郎会長エレクト 

 林指名委員長からお電話をいただいた時に嫌な予感がしたのですが、予感通り次々年

度の会長になってしまいました。まだ時間があるので、ロータリークラブの事をしっかり勉強

して頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

・林 尚孝副会長・会員組織強化委員長 

 次年度副会長ということで、中村会長を盛り上げていきたいと思っていますが、中村会長

のような挨拶はできないので会長が休まないように祈っています。よろしくお願いします。 

 

・髙木克彦副会長・クラブ奉仕委員長 

 色々な役が回ってきて中々勉強も経験も追いつかない状況ですが、中村会長の足を引

っ張らないように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

・小口 隆幹事 

 中村会長をしっかり支えて、皆さんのご期待に添えるように、一年間頑張りたいと思いま

す。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

・笠原新太郎副幹事 

 気が楽な副幹事と気の重い副幹事がいますが、小口隆幹事の背中をしっかりと見て、勉

強させていただきながら、来年こそは心を入れかえ、そして再来年は山岸会長の手足とな

って働くつもりでおります。よろしくお願いいたします。 

 

・瀬戸雅三副幹事 

 役職としては初めてですが、気が楽な方の副幹事です。小口幹事をサポートして盛り上

げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

・梅垣和彦会計長 

 あと半年以上ありますので、幹事の仕事を一生懸命やって、バトンを渡したいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

・中嶋孝一会場監督（ＳＡＡ）委員長 

 ＳＡＡになったということは、ここ 2 年くらい出席率が悪かったので天罰なのかもしれませ

ん。次年度は真面目に出席しますので、よろしくお願いいたします。 

 

・矢島 実社会奉仕委員長 

 自分の家の前の庭も掃いたことが事がないのに社会奉仕委員長になってしまいましたが、

 



 
ご迷惑かけないようにやりたいと思います。1 年間よろしくお願いします。 

 

・守屋麻里国際奉仕委員長 

 活動内容については次期会長幹事の意向に添うような形で活動ができればと思っており

ます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

・佐伯克己青少年奉仕委員長 

 青少年の皆さんを悪い道に導かないように、襟を正して頑張っていきたいと思います。一

年間よろしくお願いいたします。 

 

・宮阪晃介ロータリー財団委員長 

 本年に引続き、Ｒ財団委員長を仰せつかりました。本年の補助金事業は、先月多くの会

員の皆様にご協力いただき、蚕糸博物館への寄贈が終了いたしました。来年度について

は継続事業は出来ない為、新しい車輪を回そうと思います。今週早速打合せも入る予定

でして、段取りよくやっていただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＊クラブ財務中間報告＊   梅垣和彦幹事 

・ＲＩ規定審議委員会より、今年度よりクラブ財務の中間報告をするようにとの事

です。収入、支出共に適正かつ正確に処理され、地区分担金等においても滞りなく

支払われておりますのでご報告いたします。 
 

  

矢島 実  12月は創業記念日です。 

竹村一幸  創立 62年を迎えました。少しでも産業に貢献したいと思います。 

中嶋孝一  創立 58年を迎えました。今後共よろしくお願いいたします。 

林 尚孝  創業月です。よろしくお願いいたします。 

笠原新太郎  創業 94年を迎える事ができました。これからも精進してまいります。 

今井康善・牛山幸一・梅垣和彦・江黒寛文・太田博久・大橋正明・小口国之・小口

隆・小口泰史・小口裕司・片桐伸介・上條英雄・小林大介・佐伯克己・薩摩 建・

佐藤有司・瀬戸雅三・高木昭好・髙木克彦・竹村一幸・中村文明・濵 毅・濵 俊

弘・林広一郎・林 裕彦・林 靖高・宮坂晃介・宮坂 伸・宮澤由己・守屋麻里・矢

島 進・矢島 貴・山岡俊幸・山岸邦太郎・山崎典夫  本日は年次総会です。次

年度も動き出します。気持ちを高めていきましょう。 

 

会員数４７名、出席者４１名、出席率８７.２３％ 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2019-2020 年度ＲＩテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ 

 


