
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 方 針 

2010-11年度国際ロータリー会長 レイ・クリンギンスミス氏は、「ロ

ータリー以外の人々に、ロータリーの目的を説明すること」と「ロー

タリアンにロータリーの原則の重要性を再認識してもらうこと」を考

え、地元と海外の地域社会に焦点をあて、ロータリーが、ロータリー

クラブの連合体であると同時に、奉仕の精神から成り立っていることを忘れず、私

たちは「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダーシップ」と言うロータリーの中核と

なる価値観を分かち合う必要があり、ロータリーの現在の使命を表し、私達の業績を強

調するために、本年度のRIテーマを｢地域を育み、大陵をつなぐ」と発表されました。 

RI第2600地区ガバナー綿貫隆夫氏は、ロータリーの基本はクラブにあり、クラブ

が主体的に計画し、地区は計画の立案と実行を支援します。と述べられました。 

50周年の節目の年を終え、新たに51年度に向かい、会員おひとり、おひとりが手

を携えながら、先のテーマに基づき、私達も、地域社会に目を向け、ひとつでも良

い奉仕活動ができましたらと思っております。また、会員拡大・増強、並びに新会

員へのサポートにも力を注ぎ、諸先輩方が築きあげられました岡谷ロータリークラ

ブが、永久に、栄えますように、一つ心でご協力頂きたいと切に願っております。 

 
[RI会長の強調事項] (2010年－13年 未来の夢計画六つの重点分野)  

1.平和と紛争予防／紛争解決 

2.疾病予防と治療 (ポリオ撲滅)  

3.水と衛生設備 (水保全と環境保護)  

4.母子の健康 

5.基本的教育と識字率向上 (青少年にかかわる活動)  

6.経済と地域社会の発展 
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[クラブ主要目標] 

1.新会員の増強並びに新会員へのサポート 

2.会員相互の理解と親睦 

3.清掃例会、早朝例会、夜間例会の継続 

4.近隣クラブとの友好・協力 

5.ロータリー財団、米山記念奨学会の協力 

6.ロータリーに対する内外の認識とイメージアップ 

7. ＣＬＰ採用について検討 

8. RI会長賞への挑戦 
 

以上、会長方針と致しましていろいろ述べましたが、本音と致しましては、まず一番に退

会防止そして会員の増強に力を入れ、皆様の周りに目を向けていただきまして、お一人で

も多くの会員をお誘いいただき良いお仲間が増えますようにご協力いただきますようお願

い致します。さらには会員間の親睦を深めたいと思っております。 

特別委員会も発足いたしましたので、しっかりと機能を発揮させていただき会員の皆様

と共に納得の行くクラブにして行きたいと願っております。 

綿貫ガパナーの指針にもありますように、地域に目を向けた奉仕と共に、一般の方々に

ロータリークラブを知っていただきロータリアンとしての誇りを持ち活動をしていただきたい

とおもいます。1年間宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

岡谷ロータリークラブの51年目がスタート致しました。 

想えば、私の父がチャーターメンバーとして岡谷ロータリークラブを設立してから半世紀

が経ちました。100周年に向かい、若い仲間たちも増え、残りの半世紀をスタートする51年

目の会長をお引き受け致しましたが何か父との縁を感じる次第です。 

前期の会長さん、幹事さん、50周年記念事業の委員長さん並びに会員の皆様の友愛

精神には感服致しました。50年間奉仕の精神に燃え、走り続けてまいりました岡谷RCも充

電期間といたしまして、一休みの時ではないかと思います。 

諸先輩から受け継がれて参りました素晴らしい奉仕活動の数々、やるべき事はしっかり

継承し、変革したほうが良い事は会員皆様と意見を交換しながら変えて行かれたらと思っ

ております。 

今日から、100周年に向かい皆様と共に手を携えながら大きな一歩を踏み出そうではあ

りませんか。今期1年間、皆様方のご協力をお願い致します。 

会 長 挨 拶 



 

 

 

・演奏者交代に伴いエレクトーン(中古)を購入する事になりました。クラブの備品になります 

・新しくパソコンを購入しました。今後パワーポイント等される場合は是非、ご活用下さい。 

・7/２０（火）の早朝例会の時間が変更になりました。7 時→6 時３０分に変更。お間違いの

ないようにお願いします。 

 

 

 

直前幹事  ５０期末日をもって小口俊光会員、今井紅会員が退会となりましたのでご報告

します。 

 

 

事業計画（Ⅰ） 
 

矢島 進 副会長 

 今年度は久々に比較的楽な立場かなと思っています。進の出番が無く会長には健康に

留意され実りある５１年度でありますようにご祈念します。よろしくお願いします。 

 

井上保子 副会長・クラブ奉仕委員長 

 会長方針に従い、各委員会の連携を図りより効果的な事業の遂行ができるように努めま

す。よろしくお願いします。 

 

小野 仁 会長エレクト  

 今年一年は例会や行事にできるだけ参加して矢島会長を学び、頑張って参りたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

宮坂宥洪 直前会長 

 会則特別委員長も兼任しますので、よろしくお願いします。 

 

林 裕彦 会長 

 一生懸命努めさせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

山岸 邦太郎 副幹事 

 会長、幹事を助けられるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。 

 

白鳥 修次 職業分類・会員選考委員長 

 ＲＣは当初一人一業種でスタートしましたが、今は一業種五人までとなりました。現実に

はなかなか職業分類をまんべんなく充填することは難しいですが、皆様に幅広い業種の

方を紹介して頂けるようにご協力をよろしくお願いします。 

委員会報告 

幹 事 報 告 



 

 

宮坂 伸 会員増強・家族委員長 

 会長方針にもあります会員増強に努めて参りたいと思います。また、ファイヤーサイドミー

ティングを早いうちに開いて頂き結束を深めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

中畑隆一 出席委員長 

 出席率の向上を図ります。出席率の報告、記録。無断欠席の場合はできるだけ自主納

付をお願いします。よろしくお願いします。 

 

宮澤由己 親睦委員長 

 会員の親睦をより一層深めていただくため、参加しやすい楽しい行事設営を行っていき

たいと思います。 

 

小口泰史 ＳＡＡ委員長 

 今年度からエレクトーンの生演奏が入ります楽しいＢＧＭをお楽しみ下さい。一年間よろ

しくお願いします。 

 

宮坂宥澄 ニコニコボックス委員長 

 会員数が減少していますが目標は昨年度と同じです。目標達成したいと思います。ご協

力よろしくお願いします。 

 

佐藤有司 職業奉仕・保健委員長 

 昨年度を踏襲して職業奉仕の再認識と会員の健康増進に努めます。一年間よろしくお

願いします。 

 

平沢清文 社会奉仕委員長 

 皆様にご参加頂かなければいけない委員会です。大勢の方にご参加頂きますようよろし

くお願いします。 

 

林 靖高 新世代活動委員長 

 次世代を担う青少年の健全育成を図るように努めます。一年間よろしくお願いします。 

 

大橋正明 国際奉仕委員長 

 愛のコインの継続。国際協力事業への協力。埔里ＲＣとの交流は会長と相談しながら決

めて行きたいと思います。一年間よろしくお願いします。 

 

高木昭好 ロータリー財団委員長 

 昨年度５０周年事業で皆様に相当なご無理をお願い致しましたが、今年も出来るだけの

ご協力を頂きますようにお願いします。 

 

藤森睦美 米山記念奨学委員長 

 皆様のご協力の賜物が無ければ成り立たない委員会です。是非ご協力の程、よろしくお

願いします。 



 

 

矢崎宏明 幹事 

 不慣れでございます。５０周年が終わり今年は少し落ち着いてゆっくり行こうと会長が言っ

ていますので、意向を酌みながら一生懸命努めさせて頂きますので、一年間よろしくお願

いします。 

 

一年間よろしくお願いします 
 

 

 
 

 

矢島 實・矢崎宏明  一年間お世話になります。がんばりますので皆様のご協力をよろし

くお願い致します。 

宮坂宥洪  直前会長という立場になりました。1 年間よろしくお願いします。 

林  裕彦  一年間お金を集金させていただきますのでよろしくお願い致します。 

矢島 進  本年度、副会長を務めさせていただきます。一年間宜しくお願い致します。 

宮坂宥洪・井上保子(ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会)  よろしくお願い致します。 

濵 俊弘・原 史郎・小口泰史(ＳＡＡ委員会)  一年間、宜しくお願いします。。 

笠原祥一・山岡正邦(会報・雑誌・広報・ＩＴ委員会)  よろしくお願いします。 

太田博久・北村正春・小口成人(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会)  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会を担当させていただき

ます。よろしくお願い致します。 

宮澤由己・笠原新太郎・濵 透・北澤洋之介・林 裕彦(親睦委員会)  一年間ご協力の

ほど宜しくお願い致します。 

大橋正明・牛山幸一(国際奉仕委員会)  1 年よろしくお願い致します。 

白鳥修次(職業分類・会員選考委員会)  一年間よろしくお願い致します。 

佐藤有司・山岡晴男(職業奉仕・保健委員会)  一年間お世話になります。ご協力の程よ

ろしくお願いします。 

高木昭好・小松正二(ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会)  財団への寄付、よろしくお願いします。 

平沢清文・竹村一幸(社会奉仕委員会)  本年度皆様の御世話になります。よろしく御願

いいたします。 

藤森睦美(米山記念奨学委員会)  本年もよろしくお願い致します。 

中畑隆一・中嶋孝一(出席委員会)  今年 1 年よろしくお願いします。 

中村文明・宮坂 伸(会員増強・家族委員会)  是非ご協力をお願いいたします。 

宮坂宥澄・杉田隆夫・林 尚孝・梅垣和彦（ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員会）  委員会一丸となって頑

張ります。よろしくお願いしまーす。会員各自のお祝い事もどしどしお寄せ下さい。ネ。 

井上保子・大橋正明・小口泰史・小野 仁・中村文明・林 裕彦・林 靖高・宮坂 伸・山岸

邦太郎  新年度、矢島 實会長体制がスタートしました。応援します。頑張って下さい。 

 

 

 

ニコニコボックス 



 

 

2010-2011 年度ＲＩテーマ 
地域を育み、大陸をつなぐ 

Building Communities 
Bridging Continents 

 

会員数４４名、出席者３８名、出席率８６.３６％、前々回訂正６８.０９％ 

 

 

 

エレクトーン演奏 

ヤマハ音楽教室システム講師 

百瀬 まどか 先生・原 由佳 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告 


