
 

 

 

 

 

 

 2 月はＲＩの世界理解月間です。今から 109 年前の 1905 年 2 月 23 日は弁護士の

ポール・ハリス、鉱山技師のガスターバス・ローア、石炭商のシルベスターシール、

洋服仕立屋のハイラム・ショーレーの 4 人でシカゴで初めての会合を開いた日で、

この日はロータリーの創立記念日です。 

 よって 2 月は「世界理解月間」と指定されています。当時は例会場を会員の事務

所を持ち回りするころから「ロータリー」と名付けられました。この月間中ロータ

リークラブは世界平和に不可欠なものとして、理解と善意を強調すよう要請され、

また 2月 23日に始まる一週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕

活動を強調することを決議されています。 

 当、岡谷ロータリークラブの創立は 1960年(昭和 35年)2 月 15日で、例会場は当

時の照光寺下の旧商工会議所会館で、第 1回目の例会が始まったと聞いてます。 

 今月 15日に 54回目の創立記念日を迎え、今日は第 2650 回目の例会となります。 

 

 

 

 

 次週例会は法定休日でありません。 

 18日は埔里 RC が来訪されるため、夜間例会に変更の場合があります。例会終了

後の理事会にて決定し、ご案内をいたします。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

点 鐘：中畑 隆一        司 会：竹村 一幸 

斉 唱：君が代、奉仕の理想    ビ ジ タ ー：中山 洋様・五味由美様(富士見 RC) 

唱 和：四つのテスト       ：No. 16 北澤洋之介 

皆 勤 祝：小松正二 37年・矢島 實 29 年 

誕 生 祝：矢島 進・林広一郎・太田博久・山岸邦太郎 

結 婚 祝：山岡正邦・中村文明 

表彰：ロータリ 0財団寄付 MPHF ２回杉田隆夫 

 

第 2650 回例会 2014 年（平成 26 年）2 月 4 日(火) 

■ 会長／中畑隆一 

■ 副会長／小口泰史・原 史郎 

■ 幹事／佐藤有司 

■ 会報委員長／北澤洋之介 

 
■ 事務所／岡谷市中央町 1-4-12 ホテル岡谷 3F・Tel/0266-22-6939・Fax/0266-23-6939  

URL：http://okayarc.org・E‐mail：okayarc@ bz04.plala.or.jp 
■ 例 会／毎週火曜日 PM12:30 ホテル岡谷         
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R 財団委員会  本日レターケースに昨年分の財団と米山の確定申告用寄附金領収

証を入れてあります。忘れずに持ち帰って下さい。また、今年度のご寄付も是非、

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 今日はＩＭのお願いに参りました。本来ならばガバナー補佐が公

式訪問と言う事で、ＩＭについても皆様にお願いしなければいけな

い立場ですが、体調不良で入院中でございます。代理と言う訳には

参りませんが、代わりにお願いに

参りました。 

 富士見 RCは自然環境保全、富士

見の大自然を後世に残そうという

事で三十数年前から取り組んでお

ります。またここ数年は子供と共

に環境整備をしようと花の里山入

笠植栽事業に取り組んでおります。 

 そんな中でテーマを「環境保全 

自然との共存」サブテーマ「豊か

な自然環境の中で生活する喜びを

未来へ」と言う事で開催いたしま

す。3 月 30 日(日)茅野ロイヤル会

館、点鐘 13:00 です。 

内容といたしましては、会員セ

ミナー講師に前川昭一氏にお願い

いたしました。講演テーマ「ロー

タリーにおける奉仕活動」です。

次に第一部として富士見高校の研

究発表。第二部には講演会「富士

見町アツモリソウ再生会議」を計

画しております。懇親会の内容は

現在検討中です。 

是非とも多くの皆さまのご出席

をお願いいたします。 

 

 

同行：ガバナー補佐事務所 副幹事 五味由美様 

委員会報告 

富士見 RC IM 実行委員長 
中山 洋様 様   

卓 話 ｢IM の PR｣ 

プログラム

本会議
　

12:30 登録受付 司会　平出紀昭
13:00 点鐘　　　　　　 ＲＩ第2600地区ガバナー 宮坂　宥洪

開会のことば ホストクラブ会長 三井　一
国家・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 ソングリーダー 細川　強
ＲＩ第2600地区ガバナー挨拶 ＲＩ第2600地区ガバナー 宮坂　宥洪
ＩＭリーダー挨拶 諏訪グループガバナー補佐 遠藤　真人
実行委員長挨拶 ＩＭ実行委員長 中山　洋
来賓祝辞 富士見町長 小林　一彦

原村長 清水　澄
参加クラブ紹介 ホストクラブ幹事 北原　光比

13:30 会員セミナー 司会　河角清一
演題　ロータリーにおける奉仕活動 講師 前川　昭一

14:15 休憩

14:25 講演会 第一部　プロジェクト発表 富士見高等学校
研究発表題目
①富士見ミツバチタウン化計画 養蜂部3年 代表　藤森　留利
　～地域が繫がる持続可能なまちづくり～
②釜無ホテイアツモリソウの栽培技術の バイテク部3年 代表　大久保　樹

確立と試験的販売を目指して
③富士見の活性化から綺麗な諏訪湖を 環境科学部3年 代表　濱　僚真

取り戻すために
④アルパカ牧場にかける夢 2年 大山　豊彦
　～パラグアイの子供たちを笑顔に～
⑤生命をつなぐ保護活動 1年 新海　葵
　～二ホンヤマネコから学んだこと～

15:30 休憩

15:45 講演会　第ニ部 富士見町アツモリソウ再生会議
発表題目
絶滅危惧種釜無ホテイアツモリソウの保護と再生の取り組み

発表者 名取　陽
平林　啓作
伊藤　一成

質疑応答
17:00 謝辞 ＲＩ第2600地区ガバナー 宮坂　宥洪

閉会のことば ＩＭ実行副委員長 植松　公春
点鐘 ＲＩ第2600地区ガバナー 宮坂　宥洪

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
懇親会

17:20 司会　小池　富彦
挨拶 ＲＩ第2600地区ガバナー 宮坂　宥洪
乾杯 諏訪グループガバナー補佐 遠藤　真人
開宴
ロータリーソング　手に手つないで ソングリーダー 細川　強
万歳 次期ガバナー補佐 真道　弘雄

18:45 閉会のことば ホストクラブ幹事 北原　光比

 



 

  

井上保子・太田博久・小口泰史・北澤洋之介・北村正春・小林純一・小松正二・薩

摩 建・佐藤有司・白鳥修次・竹村一幸・中畑隆一・濵 俊弘・林 裕彦・林 靖

高・平沢清文・宮坂宥洪・宮坂宥澄・宮澤由己・守屋麻里・矢島 進・矢島 實・

山岸邦太郎  諏訪グループＩＭ実行委員長中山洋様、ガバナー補佐事務局五味由

美様、本日はよろしくお願い致します。 

小口泰史・杉田隆夫・瀬戸雅三・中嶋孝一・濵 毅・林広一郎・林 靖高・原 史

郎・宮坂 伸・山岡正邦  2/7～ソチオリンピック開幕。ガンバレ 日本！！ 

山岡正邦・山岸邦太郎  創業月です。 

 

 

 

 

 

会員数４５名、出席者３２名、出席率７６.１９％、前々回訂正９２.６８％ 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2013〜2014年度 RI テーマ 
ロータリ―を実践し 

みんなに豊かな人生を 

 


