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 本日は総会等控えておりますので、お客様のご紹介のみさせていただきます。諏

訪 RC新世代活動委員長 笠原宏文様、地区ローターアクト委員長 玉本広人様、諏訪

ローターアクトクラブ会長 小口正一様、幹事 小口宏明様です。後ほど活動報告を

して頂きます。 

 

 

・栄村 島田村長より昨年の震災の義援金に対しての礼状が届きました。 

・次週 20日は法定休日で例会はありません。 

例会変更 

辰野 RC＝3/21(水)→18(日)ＩＭに変更。4/18(水)夜間例会に変更。ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付けは

21(水) ･18(日)11：30-12：30 クラブ事務所にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶 
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第 2561 回例会 2012 年（平成 24 年）3 月 13 日（火） 

 ｢活 動 報 告 ｣ 諏訪ローターアクトクラブ 

会長 小口正一様 

幹事 小口宏明様 

点 鐘：小野 仁        司 会：中畑隆一         

斉 唱：手に手つないで     ビ ジ タ ー：笠原宏文様･玉本広人様(諏訪 RC) 
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皆 勤 祝：高木昭好 28年・濵 透 24年・宮坂 伸 22年 

誕 生 祝：小口哲男・北村正春 

結 婚 祝：尾関秀雄・武井利夫・高木昭好・小口雅弘・小松正二 

       林 靖高・宮澤由己・山岸邦太郎 
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総 会  

 宮坂 伸会長エレクトより 2012－2013年度(第 53期)委員会構成の提案が出され、 

承認されました。ガバナー事務局の運営やＣＬＰを視野に入れたコンパクトな委員

会構成を目指したとの説明がありました。 

 併せて宮坂ガバナーノミニーよりガバナーエレクト事務局スタッフが発表されま

した。 

【挨 拶】 

藤森睦美 会場監督(SAA)委員長 

 会がスムーズに進行するように精一杯努力したいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

 

林 裕彦 副会長・会員組織強化(会員増強)委員長 

 一年間、忙しくなるかと思いますが、一生懸命やらせていただきます。ご協力よ

ろしくお願いします。 

 

山崎典夫 副会長・クラブ奉仕・プログラム委員長 

 色々と勉強させていただきます。よろしくお願いします。 

 

竹村一幸 職業奉仕・保健委員長 

 会長方針に則り、一生懸命やらせていただきます。よろしくお願いします。 

 

笠原新太郎 社会奉仕委員長 

 何をやれば良いかお聞きしたところ、掃除を一生懸命やれと言われました。年に

2回の諏訪湖清掃を早起きをしていただいて、皆さんで綺麗にしたいと思います。

よろしくお願いします。 

  

宮坂宥澄 新世代活動奉仕委員長 

 勉強しながら一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。 

 

白鳥修次 ロータリー情報(会報・雑誌・広報)委員長 

 ロータリー情報委員会と会報･雑誌･広報委員会が一つになってフィールドが広く

なりました。先輩の皆さんにご指導をいただきながらやっていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

林 靖高 出席委員長 

 今期よりも最低1％は出席率を良くしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

林広一郎 ニコニコボックス委員長 

 入会してまだ分からない事ばかりですが、皆様にご指導を賜りながらやっていき

たいと思います。よろしくお願いします。 



 

 

中村文明 親睦委員長 

 皆様方にご指導いただきながら、頑張ってやっていきたいと思います。ご協力よ

ろしくお願いします。 

 

山岡晴男 ロータリー財団 

 ご寄付をよろしくお願いします。 

 

地区ガバナーエレクト事務局 

尾関秀雄 次期地区幹事  

 宮坂ガバナーが成功裏のうちに終了できるように、力を尽くしていきたいと思

います。今日発表した人事の中には補佐が載っていません。全員が参画して、応

援していこうという事なので、よろしくご協力お願いします。 

 

竹村一幸 次期地区副幹事 

 53年にして初めてガバナーを出すという事です。本来ならば70歳になりましたの

でお断りするところですが、老骨にムチ打って頑張ります。よろしくお願いします。 

 

矢島 實 次期地区副幹事 

 何をしていいのか分かりませんが無事、宮坂ガバナーが務まる事を願い、皆で頑

張ってやっていきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 

 

小口泰史 次期地区副幹事 

 私も同じく何をしていいのか分かりませんが、微力ではありますが宮坂ガバナー

が無事、職責を全うされるように協力させていただきます。よろしくお願いします。 

 

林 裕彦 次期地区副幹事 

 何事も初めてなので皆さんに教えていただきながら、頑張りたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

地区委員会 

小野 仁 ロータリー財団 補助金委員 

 宮坂ガバナー年度から財団の仕組みが変わります。一生懸命勉強します。今まで

は奨学金関係が多かったのですがこれからは幅広い分野に補助金が出るという事で

す。｢未来の夢計画｣と言います。お願いや協力を仰ぐことがありますが、よろしく

お願いします。 

 

平沢清文 ロータリー財団 年次寄付推進委員 

 宮坂ガバナーの応援ができればいいと思います。ガバナーの教えを請いながらや

っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＝＝一年間よろしくお願いします＝＝ 



 

 

 

諏訪 RC 新世代活動委員長 笠原宏文様・地区ローターアクト委員長 玉本広人様  

本日は、貴重な時間を頂戴し、ありがとうございます。今後ともローターアクトを

よろしくお願い致します。 
宮坂 伸・北村正春  本日、次年度の組織・委員会構成を上程させていただきま

す。よろしくご審議下さい。 
牛山幸一・梅垣和彦・小口雅弘・小口泰史・尾関秀雄・小野 仁・笠原祥一・笠原

新太郎・北澤洋之介・北村正春・小松正二・竹村一幸・塚田保則・中畑隆一・中村

文明・濵 透・林広一郎・林 尚孝・林 裕彦・林 靖高・原 史郎・平沢清文・

藤森睦美・宮坂 伸・宮坂宥洪・宮坂宥澄・宮澤由己・矢島 進・矢島 實・山岡

晴男・：山岡正邦・山岸邦太郎・山崎典夫  明日はホワイトデーです。先月のバ

レンタインデーには井上保子会員よりチョコレートをいただきました。ニコニコボ

ックスでお返しさせていただきます。 
高木昭好  金婚式の記念日に届いた花は、さらに美しくありがとうございました。

その年月の深さを思い、残された人生充実して過ごしたいと思います。 
井上保子  創立 55 年を過ぎようとしています。よろしくお願いします。 
林広一郎  3 月 10 日が創業記念日となります。 
 

 

 

 

会員数４６名、出席者３７名、出席率８６.０５％、前々回訂正９３.１８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012年度ＲＩテーマ 
こころの中を見つめよう 
博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

出 席 報 告 

ニコニコボックス 



 

 
 

【会員増強】
　

(副会長) △太田　博久
    小口　成人
　　武井　利夫※

【会計】 ○林　　裕彦
○山岸邦太郎 【Ｒ・情報】
△塚田　保則

○白鳥　修次
△梅垣　和彦

(◎会長) 　　濵 　　 透
宮坂 　　伸 　　　

(◎直前会長) (副会長) 【プログラム】
小野　　仁 【会場監督(SAA)】 【クラブ奉仕】 △平沢　清文

○藤森　睦美   小松　正二
(◎会長ｴﾚｸﾄ) △瀬戸雅三 ○山崎　典夫 　　杉田　隆夫
中畑　隆一 　　　

【出席】
(◎副会長) ○林　　靖高
林　　裕彦 △武井　利夫
山崎　典夫 　林　　尚孝

(◎幹事)
北村　正春 ○竹村　一幸 ○林　広一郎

△宮澤　由己 △山岡　正邦
(☆副幹事) 　矢島　　實 　高木　昭好
佐藤　有司
原　　史郎 【社会奉仕】 【親睦】

(◎会計) ○笠原新太郎 ○中村　文明
山岸邦太郎 △北澤洋之介 △牛山　幸一

　小口　雅弘 　小口　泰史
(◎会場監督(SAA)) 　林　　尚孝※

藤森　睦美 【新世代奉仕】 　原　　史郎※

○宮坂　宥澄
(★ｸﾗﾌﾞ奉仕) △井上　保子 【Ｒ財団】
山崎　典夫※ 　大橋　正明 ○山岡　晴男

△矢島　　進
(★職業奉仕)
竹村　一幸 ○中嶋　孝一

△尾関　秀雄 【米山記念】
(★社会奉仕) 　宮坂　宥洪 ○濵　　俊弘
笠原新太郎 △小口　哲男

(★新世代奉仕)
宮坂　宥澄 名誉会員

　今井　竜五 事務局

(★国際奉仕) 　林　　裕藏 脇坂香代子
中嶋　孝一

　(家族・職業分類・会員選考)

【国際奉仕･奨学事業】

２０１２～２０１３年度(第５３期)委員会構成表

【理事会】

　(会報・雑誌・広報)

【会員組織強化】

 (ｸﾗﾌﾞ管理運営)

【職業奉仕・保健】 【ニコボックス】

 (ｸﾗﾌﾞ組織強化)

◎ 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

(会則特別)
○宮坂 宥洪※
竹村 一幸※ 大橋 正明※ 平沢 清文※ 矢島 實※ 小野 仁※
宮坂 伸※ 小口 泰史※ 牛山 幸一※ 林 裕彦※ 山岸邦太郎※
北村 正春※ 中畑 隆一※ 佐藤 有司※

(地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所)
地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 宮坂 宥洪 次期地区副幹事 杉田 隆夫
次期地区幹事 尾関 秀雄 大橋 正明
次期地区会計長 武井 利夫 矢島 實
次期地区副幹事 濵 俊弘 小口 泰史

竹村 一幸 林 裕彦

(地区)
ガバナーエレクト 他 宮坂 宥洪
青少年育成基金委員 他 尾関 秀雄
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 補助金委員 小野 仁


