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司 会：山岡晴男         斉 唱：君が代、奉仕の理想 

第 2391 回例会 2008 年（平成 20 年）7 月 1 日（火） 
 

点 鐘：平沢清文         ラッキーNo.：№ ３４ 坂井忠彦 

皆 勤 祝：山岡正邦 33 年、小口雅弘 33 年、林 靖高 30 年、竹村一幸 25 年 

      白鳥修次 23 年、小野 仁 22 年、小口俊光 17 年 
誕
生
祝

      中畑隆一 16 年、塚田昌滋 13 年、山岡晴男 12 年 

      坂井忠彦 11 年、林 裕彦 5 年、笠原祥一 1 年 

誕 生 祝：濵 透、林 靖高、矢島 實、宮坂宥澄、山崎典夫 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 方 針 
李 東建(Dong Kurn Lee)2008-2009 年度ＲＩ会長は、今年度ＲＩテ

ーマとして｢夢をかたちに｣を発表されました。毎日、五才未満の幼児

が３万人死亡していることから｢この年度は特に子供たちに焦点を当

て、死亡率を下げることに尽力し世界の子供達の夢をかたちにして頂

くことを提唱します｣と。またここ数年継続してきたＲＩ会長の強調

事項｢保健と飢餓の追放、水、識字率向上」を新年度も引き継いで行くと述べられま

した。 

 ＲＩ第 2600 地区ガバナー安川英昭氏は、地区の目標として｢簡素なロータリー・

奉仕に感動｣を提唱しました。肥大、形式化しつつあるロータリー活動を原点に戻し、

ロータリアンがロータリー活動をエンジョイ出来るようにして頂きたいと述べてい

ます。 

 

国際ロータリーも創立１００周年を過ぎ、基本理念に揺るぎはないものの地区に

おいてもまた、クラブにおいても、おおきな変革を迫られる事が有ろうかと思いま

すが、当クラブにおいては奉仕活動と親睦の二つの柱を堅持し、四つのテストに照

らし会員相互の理解と友情をさらに深め、次年度に予定されています５０周年事業

に向けて、会員皆様をはじめ、尾関５０周年実行委員長の下、準備をして参りたい

と思います。 

 会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

[主要目標] 

1. 水保全、環境保護のためのプログラム 

2. 会員増強と新会員へのサポート 

http://okayarc.org/


 

 

3. ポリオ撲滅に向けた３ヵ年計画に協力 

4. ＣＬＰ採用について検討 

5. ロータリー財団、米山記念奨学会の目標達成 

6. 広報の効果的な運用 

7. 会員相互の理解と親睦 

8. 近隣クラブとの友好と協力の推進 

9. 清掃例会の継続 

10. ＲＩ会長賞への挑戦 

11. 岡谷クラブ５０周年事業の準備 

 

 会 長 挨 拶 
皆さん今日は 

早いものでもう見習い期間が終わりまして、本日より新年度になってしまいまし

た。大橋前会長さん、牛山幹事さんにしましても終わってみれば早い一年であった

かと思います。会員にとって何事についても大変行き届いた楽しい一年であり、心

からお疲れさまと申し上げます。 

 

さて、本年度は 7月 1日に始まり来年の 6月 31 日が最終例会ということで、とて

も長く感じるわけですがそれだけ一生懸命にやりなさいと言うことでしょうか。肝

に銘じて一生懸命やらせていただきます。また先輩の皆様が築き上げて来られた、

岡谷ロータリーと言う来年には 50 周年を迎えようとしています歴史の有る、クラブ

の会長職を務めさせて頂ける事に感謝致します。 

 

安川ガバナーが言っておられました。ロータリーは奉仕と親睦の両輪によって前

進すると。当クラブにおいてもそれを実践して参りたいと思います。 

なお今年度理事、各委員長そしてそれぞれの委員の皆様全員のお力をお借りした

いと思います。よろしくお願い致します。 

 

 

新会員紹介 

北澤 洋之介 会員(きたざわ ようのすけ) ４３歳 

(有)北沢クリーニング 代表取締役 

職業分類：24 クリーニング  細分類：クリーニング 

先代が一昨年までお世話になっておりましたので、顔見知りの方ば

かりでイマイチ緊張感が無いですが、新米ですので伝統ある岡谷ＲＣ

のメンバーとして恥ずかしくないように一生懸命頑張ります。よろしくお願いしま

す。 

 

 

 



 

 

 幹 事 報 告 
・ 昨年度に行ったミャンマー サイクロン災害、四川 大地震への支援に対してガバ

ナー事務所から礼状とＵＮＨＣＲ(国連難民高等弁務官事務所)より感謝状が届

きましたのでご報告します。 

・ ガバナー事務所が 6/30 で閉鎖、10/24 まで直前ガバナー事務所となります。 

・ 例会場移転 南佐久ＲＣ＝南佐久郡小海町大字豊里 4324 松原湖高原ホテル 

 

 

 

事 業 計 画 (Ⅰ )  
宮沢由己 副会長 

 1 年間、平沢会長の健康を気遣いながらサポートして行きたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

クラブ奉仕委員長 小口泰史 副会長 

 各委員会との連携を図り、楽しいクラブ運営に努めます。よろしくお願いします。 

 

大橋正明 直前会長 

 昨年度は大変にお世話になりました。ありがとうございます。ホッとしておりま

す。会長、幹事の健康を気遣いながら、昨年度の竹村直前会長のように優しく見守

って行きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

牛山幸一 会計 

 昨年度はご協力ありがとうございました。今日は早速、集金させて頂きました。

一年間よろしくお願いします。 

 

林 裕彦 副幹事 

 二人の副幹事でスクラムを組んで河西幹事を一生懸命、引き立てて行きたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

山岸邦太郎 副幹事 

 分からない事ばかりですが、林副幹事と力を合わせて頑張ります。よろしくお願

いします。 

 

小口成人 職業分類・会員選考副委員長 

 当委員会は増強が無いと出来ません。開店休業にならないように、皆様のご協力

よろしくお願いします。 

 

 

 



 

 

ロータリー情報委員会 山岡正邦 委員長 

 年寄りなので情報の伝達等は会長、幹事に出来るだけお任せしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

会員増強・家族委員会 竹村一幸 委員長 

 昨年度多くの増強が出来ました。今年度も引き続き 50 周年に向けて増員を図って

行きたいと思います。これには全員の力が無いと出来ませんので、ご協力よろしく

お願いします。 

 

出席委員会 宮坂宥澄 委員長 

 本日の出席率は 90％でした。初心忘るべからずで出席率の向上が図れますように

ご協力よろしくお願いします。 

 

プログラム委員会 矢島 進 委員長 

 楽しんで頂けるような魅力ある卓話を心掛け、30 分では短いのでシリーズの様に

複数回に分けて話を聴ける企画をしてみたいと思います。よろしくお願いします。 

 

会報・雑誌・広報・ＩＴ委員会 佐藤有司 委員長 

 充実した会報、ＨＰを作って行きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

親睦委員会 宮坂 伸 委員長 

 酒のつく席では大騒ぎが出来るような楽しい企画を考えております。皆様にご協

力頂く事が多いですが、よろしくお願いします。 

 

 

一年間よろしくお願いします。 
 

 
 

 ニコニコボックス 
北澤洋之介  今日から入会させていただきます。よろしくお願いします。 

太田博久・大橋正明・小松正二・矢崎宏明・矢島 實  北澤洋之介さん入会おめ

でとうございます。 

平沢清文  本日より会長職となりました。一年間よろしくお願いいたします。 

河西 洋  今日から一年間ご迷惑をお掛けします。よろしくお願いいたします。 

大橋正明  直前会長としてお世話になります。 

宮沢由己・小口泰史(副会長)  今年度初例会です。よろしくお願いします。 

林 裕彦(副幹事)  今年度初例会です。よろしくお願いします。 

牛山幸一(会計)  一年間よろしくお願いします。 

武井利夫・小口成人(職業分類･会員選考)  一年間よろしくお願いします。 



 

 

竹村一幸・小口俊光・中嶋孝一(会員増強･家族)  一年間よろしくお願いします。 

山岡正邦・塚田昌滋・尾関秀雄(Ｒ情報)  一年間よろしくお願いします。 

矢島 進・山崎典夫・山岸邦太郎(プログラム)  一年間よろしくお願いします。 

宮坂 伸・太田博久・杉田隆夫・梅垣和彦・林 尚孝・笠原新太郎・北澤洋之介(親

睦)  今年一年、頑張ります。よろしくお願いします。 

矢崎宏明・北村正春(社会奉仕)  一年間よろしくお願いします。 

今井 紅・濵 透(職業奉仕)  今年もよろしくお願いします。 

佐藤有司・林 靖高(会報)  一年間お世話になります。ご協力よろしくお願いします。 

山岡晴男・白鳥修次(ＳＡＡ)  今年一年間よろしくお願いします。 

宮坂宥澄・笠原祥一(出席)  出席向上にご協力をよろしくお願い致します。 

中畑隆一・高木昭好(新世代)  今年一年よろしくお願いします。 

藤森睦美・小口哲男(Ｒ財団)  ご協力お願いします。 

濵 俊弘・小野 仁・坂井忠彦(ニコボックス)  一年間よろしくお願いします。 

尾関秀雄  岡谷組創業 88 年を迎えました。 

中畑隆一  創業月です。 

宮沢由己  本日早退させて頂きます。 

 

 

 出 席 報 告 
会員数５０名、出席者４５名、出席率９０.００％、前々回訂正７５.００％ 

 

 

 

 

2008-2009 年度ＲＩテーマ 
夢をかたちに 

Make Dreams Real 


