
 

  

 

 

 

 

 

 山岸邦太郎 副会長 

 

こんにちは。本日は矢島会長が消防団の公務により例会を欠席で

すので、代わりに挨拶をする事になってしまいました。しかも今日

は総会もあり本当に困ったなと毎日思って今日が来てしまいました。 

 何を話せばよいかわかりませんが、先週の３日土曜日に諏訪グル

ープのＩＭがあり、私も何年か振りに出席しました。 

 第１部では、地元岡谷出身、聖路加国際大学大学院特任教授の宮

坂勝之先生の講演会で、「わかち愛」～臨床医からみた、これからの日本の社会と健

康～というテーマの素晴らしい話をきかせていただき、第２部では会員セミナー、

我がクラブ自慢の奉仕活動という事で、７グループが映像を交えての説明があり、

各クラブ特徴ある奉仕活動をしていると言う事がわかり勉強になりました。 

 岡谷クラブの奉仕活動紹介映像はスターウォーズの映画風で、とても手の込んだ

映像で素晴らしかったと思います。 

 ここ何年か都合が悪くＩＭを欠席していましたが、このような機会はロータリー

クラブの事を勉強する、できる大事な会だと言う事があらためてわかりましたので、

来年も出席するようにしたいと思います。出席された皆さんはお疲れ様でした。 

 

 

 次回 3/13（火）は２クラブ合同夜間例会です。今回は岡谷クラブが担当です。 

メモリーで 18：00 受付、18：30点鐘です。宜しくお願いします。 

 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

第 2824 回例会 2018 年（平成 30 年）3 月 6 日(火) 

■ 会長／矢島 進 

■ 副会長／山岸邦太郎・北澤洋之介 

■ 幹事／林 尚孝 

■ R 情報(会報)委員長／佐伯克己 
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親睦委員会  春の親睦ゴルフコンペのご案内です。今年は富岡ＲＣさんとの交流

ゴルフコンペとなります。５月 16 日（水）、塩嶺Ｃ.Ｃ、第１組 9：08 スタート の

予定です。来週早々にはご案内させていただき、早めに集計いたしますので、是非

ご予定を入れていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

 

            §総会§  議長：山岸副会長 進行：林幹事 

 林 裕彦会長エレクトより、2018-2019 年度（第 59 期）委員会構成の提案が出

され承認されました。 

 

＊挨拶（2018-2019 年度 第 59 期）＊ 

 

・中畑隆一 会則特別・クラブ戦略委員長 

 前任の委員長さんに話を聞いて、引継ぎを受けてから事業を考えたいと思います。

宜しくお願いいたします。 

 

・上條英雄 ロータリー情報委員長 

 ロータリーに入って初めての役職なので頑張りたいと思います。宜しくお願いい

たします。 

 

・林広一郎 ニコニコボックス委員長 

 ニコニコボックスは皆様のご厚意により成り立っています。林 靖高会員と一生懸

命頑張りますので、ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

・濵 毅 親睦委員長 

 一年間会長の元、会員そして家族の皆様が楽しめる行事を考えていきたいと思い

ます。宜しくお願いいたします。 

 

・宮坂 伸 ロータリー財団委員長 

 今年度あまり出来がよくなかったので、来年も引続き宮坂晃介会員とともに、皆

様のご協力を頂戴したいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

・牛山幸一 米山記念奨学委員長 

 直前会長が終わった後は無役だと思っていましたがご指名を頂きましたので、宮

坂宥洪パストガバナー共々頑張っていきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

（職業分類・会員選考委員長、出席委員長は次回） 

 

 

委員会報告 

 



 
 

  

高木昭好  今月は創業月となります。よろしくお願いします。 

宮坂宥洪  創業記念月です。 

林広一郎  今月は創業月となります。よろしくお願いします。 

高木昭好  結婚記念日に届けられる花に、新たな気持ちを持って年の重なりに感

懐深いものがあります。毎年素晴らしい花をありがとうございます。 

牛山幸一・梅垣和彦・太田博久・大橋正明・小口 隆・小口泰史・小口裕司・上條

英雄・北澤洋之介・小山 智・佐藤有司・瀬戸雅三・竹村一幸・中嶋孝一・濵 毅・

濵 俊弘・林広一郎・林 尚孝・林 裕彦・林 靖高・宮坂晃介・宮坂 伸・宮坂宥洪・

宮澤由己・守屋麻里・矢島 實・山岸邦太郎・山岡俊幸   先日開催されました

ＩＭ、大変お疲れ様でした。   

 

 

会員数４０名、出席者３１名、出席率８１.５８％、前々回訂正７８.３８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2017-2018 

岡谷ロータリークラブテーマ 

『楽しく奉仕の輪を広げよう』 

 



 

 

　

　　

　　

【Ｒ財団】

【米山記念】
【青少年奉仕】
○　笠原新太郎 △　宮坂宥洪　

事務局 △　平沢清文
伊藤智恵子

○　宮坂 伸　
(★青少年奉仕) △　宮坂晃介
笠原新太郎

○　牛山幸一

【国際奉仕･奨学事業】

(★国際奉仕) ○　中村文明
中村文明 △　竹村一幸

　　大橋正明

　　太田博久 　　林　尚孝※
(★社会奉仕) 　　梅垣和彦 　　守屋麻里※
小口裕司 　　宮坂晃介※

(★職業奉仕) 　　中嶋孝一 △　宮澤由己 △　山岡俊幸
髙木克彦 　　林　尚孝 　　濵　俊弘 　　中嶋孝一

瀬戸雅三 　　佐藤有司 【社会奉仕】 【親睦】
　　山崎典夫 ○　小口裕司 ○　濵　毅

小口泰史 　　牛山幸一 ○　林広一郎
　　矢島　進 △　林　靖高

(★ｸﾗﾌﾞ奉仕) 　　林　裕彦

　　宮澤由己 ○　髙木克彦
(◎会場監督(SAA)) 　　小口泰史 △　高木昭好 【ニコボックス】

(◎会計) ○　中畑隆一 ○　今井康善
林　尚孝 特別委員　宮坂宥洪 【職業奉仕・保健】 △　北澤洋之介　

梅垣和彦 ○　瀬戸雅三 　　濵　透（S) 
守屋麻里 【会則特別・

クラブ戦略】 【出席】

【プログラム】
【クラブ奉仕】 △　小口　隆

(☆副幹事)  (ｸﾗﾌﾞ管理運営) 　　山岡俊幸※

○　小口泰史
(◎幹事) △　山岸邦太郎
太田博久 　　竹村一幸※ (副会長)

【Ｒ情報】
(◎副会長) (会報・雑誌・広報)

佐伯克己 ○　上條英雄
瀬戸雅三 【会場監督(SAA)】 △　中畑隆一※

○　林　尚孝 ○　山崎典夫
(◎会長ｴﾚｸﾄ) △　小山　智 △　尾関秀雄
佐藤有司

矢島　進 【会計】 　　・会員選考】

(◎会長) (副会長)   　矢島　實
林　裕彦 【会員組織強化】 　　笠原新太郎※

２０１８～２０１９年度(第５９期)委員会構成表

【理事会】
名誉会員 【会員増強・家族】

今井　竜五 △　薩摩　建

 (ｸﾗﾌﾞ組織強化)
(◎直前会長) ○　佐伯克己 【職業分類

◎ 役員・理事
★ 理事
☆ 理事会オブザーバー
○ 委員長
△ 副委員長
※ 重複者

(第2600地区)

諮問委員会 委員 他 宮坂 宥洪

米山記念奨学委員会 奨学生･学友委員 中嶋 孝一

Ｒ財団委員会 資金推進小委員 太田 博久

◎ 役員・理事
★ 理事
☆ 理事会オブザーバー
○ 委員長
△ 副委員長
※ 重複者

(第2600地区)

諮問委員会 委員 他 宮坂 宥洪

米山記念奨学委員会 奨学生･学友委員 中嶋 孝一

Ｒ財団委員会 資金推進小委員 太田 博久

 


