
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは！今年も残す所 4週間、12 月というのに暖かいですね。今年の

新語・流行語年間大賞は「そだねー」になったと発表がありました。2 月の平昌オ

リンピック女子カーリングチームの活躍が思い浮かびます。皆さんはどんな言葉が

印象に残ったでしょうか。 

 さて、皆さんに大変嬉しい報告がございます。新入会員の小口国之会員と矢島貴

会員を迎えることができました。小口会員は笠原新太郎会員、矢島会員は林尚孝会

員の御紹介です。ありがとうございました。岡谷クラブを上げて歓迎いたします。

後程セレモニーをさせていただきます。今後も引続き会員拡大に向け、会員の皆様

方の御協力をお願いいたします。 

 本日はこの後次年度へ向けての大切な総会がありますので、簡単ではありますが

会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

＊新会員挨拶＊   紹介・・笠原新太郎会員 

・小口 国之（おぐち くにゆき）会員 ５４歳 

・山平鍍金工業 株式会社 代表取締役 

・職業分類：18 金属加工  細分類：鍍金 

 本日より入会させていただく事になりました小口国之と申します。

ロータリークラブがどんな活動をしているのか全く分からないまま

入会してしまいましたので、先輩方に教えていただきながら少しずつ

慣らせていただき活動していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会 長 挨 拶 
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＊新会員挨拶＊   紹介・・林 尚孝会員 

・矢島 貴（やじま たかし）会員 ４２歳 

・株式会社 林紙器製作所 代表取締役 

・職業分類：43 紙工業  細分類：紙器製造 

 只今ご紹介いただきました矢島貴と申します。分からない事だら

けですが、皆様のご指導をいただきながら頑張りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 本日入会の小口会員と矢島会員には、親睦委員会に配属させていただきます。 

 Ｒ財団のクラブ寄付について、ポリオプラス１人 30＄、平和センター１人 500

円を先月寄付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＄＝112円です。 

 

社会奉仕委員会  「ダメ。ゼッタイ。」普及運動募金に御協力いただきありがとう

ございました。募金額 15,493円を振込いたしましたのでご報告いたします。 

 

親睦委員会  来週 12/11 はチャリティー親睦家族忘年会、メモリーにて 17：30

受付です。多くの方にご参加いただきありがとうございます。楽しい忘年会にした

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

＊＊年次総会＊＊       議長：林 裕彦会長  司会：太田博久幹事 

 役員・理事指名委員会矢島進委員長より、2020-2021 年度（第 61期）会長に 

中村文明会員が指名され、承認されました。 

 佐藤有司会長エレクトより、2019-2020 年度（第 60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。 

 

2019-2020 年度（第 60 期）  理事・役員 

△◎ 会長          佐藤有司 △◎ 会計          太田博久 

△◎ 直前会長        林 裕彦 △◎ 会場監督（ＳＡＡ）   中畑隆一 

△◎ 会長エレクト      中村文明  ◎ 職業奉仕        今井康善 

△◎ 副会長（会員組織強化） 山崎典夫  ◎ 社会奉仕       北澤洋之介 

△◎ 副会長（クラブ奉仕）  薩摩 建  ◎ 国際奉仕        牛山幸一 

△◎ 幹事          梅垣和彦  ◎ 青少年奉仕       上條英雄 

☆ 副幹事         小口 隆  

 ☆ 副幹事         濵  毅    ◎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 
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＊挨拶（2019-2020 年度 第 60 期） 

・佐藤有司会長 

 来年はいよいよ 60 周年ということで、是非とも皆様のお力とご協力を賜りますようお願い

いたします。一年間よろしくお願いいたします。 

・林 裕彦直前会長 

 直前会長と聞くともう終わったような気になってしまいますが、来年は直前会長を一生懸

命やらせていただきます。佐藤会長にご協力をよろしくお願いいたします。 

・中村文明会長エレクト 

 伝統と格式のあるＲＣの会長ということで推薦をいただき、身に余る光栄と、身の引締まる

思いです。幹事の経験もございませんので、皆様のご指導ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

・山崎典夫副会長・会員組織強化委員長 

 会長の補佐をし、60 周年が無事終わるよう務めて行きたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

・薩摩 建副会長・クラブ奉仕委員長 

 60 周年ということで、出来る限り会長をサポートしたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

・梅垣和彦幹事 

 あと半年でしっかり準備し抜かりのないようにしたいと思いますが、準備不足もあるかもし

れませんので、ご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 

・小口 隆副幹事 

 佐藤会長、梅垣幹事を支えてしっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

・濵 毅副幹事 

 先輩方に色々教えていただきながら、幹事のお手伝いをさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

・太田博久会計長 

 林会長がおっしゃったように何となく顔がほころんでしまいますが、残り半年間気が緩ま

ないように、気持ち新たに務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

・中畑隆一会場監督（ＳＡＡ）委員長 

 佐藤エレクトには、私が会長の年に幹事をやっていただいたので断れませんでした。一

年間よろしくお願いいたします。 

・今井康善職業奉仕委員長 

 何をやっていいのかまだよく分からないのが現状でございます。半年間先輩方の活動を

見ながら頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

・北澤洋之介社会奉仕委員長 

 いつにも増して社会に奉仕させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

・牛山幸一国際奉仕委員長 

 私も佐藤エレクトを指名した立場ですのでお断りもできませんでしたが、皆様のご協力を

いただいて一年間頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

・上條英雄青少年奉仕委員長 

 まだまだ分からないことが多いのですが、皆様にご協力いただきながら頑張りたいと思い

 



 
ます。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 

 昨年のＲＬＩで財団の事も少し勉強させていただきましたが、早速 12 月から勉強会です。

当クラブにはパストガバナーがおりますので、大船に乗ったつもりで頑張りたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  

竹村一幸  創業 61 周年を迎えました。少しでも地域産業に貢献したいと思います。 

矢島 實  12 月が創業記念日だそうです。いつもお世話になります。 

林 尚孝  創業月です。宜しくお願いいたします。 

中嶋孝一  創業月となりました。おかげ様で 58 年目を迎える事ができました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

笠原新太郎  お陰様で創業 93 年を迎える事ができました。地域の文化を支えられるよう、

これからも精進します。 

薩摩 建  おかげ様で 70 周年を迎える事ができました。皆様に感謝申し上げます。 

吉村栄二  創業 48 年となりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

小口国之  本日より入会させていただきます。よろしくお願いいたします。 

矢島 貴  新入会員です。よろしくお願いします。 

高木昭好  岡谷せせらぎ会第 64 回のコンサートに大勢の皆様に御来場いただき、ホー

ル一杯に歌声を響かせました。ありがとうございました。 

今井康善・牛山幸一・太田博久・小口 隆・小口泰史・小口裕司・上條英雄・北澤洋之介・

小林大介・佐伯克己・佐藤有司・瀬戸雅三・髙木克彦・中嶋孝一・中畑隆一・中村文明・

濵 毅・林 尚孝・林 裕彦・林 靖高・宮坂晃介・宮坂 伸・宮澤由己・守屋麻里・矢島 進・

山岡俊幸・山岸邦太郎・山崎典夫・吉村栄二・江黒寛文  

新会員小口国之会員、矢島 貴会員、歓迎いたします。 

 

会員数４６名、出席者３９名、出席率９０.７０％、前々回訂正７０.００％ 

 

 

☆10 月 14 日（日） 

地区大会に参加された 

皆様、お疲れ様でした。 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2018-2019 

岡谷ロータリークラブテーマ 

『共に前へ繋いで行こう』 

2018-2019 年度ＲＩテーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 

 

 


