
 

  

 

 

 

本日から 春の火災予防週間が実施されます。当クラブ会員にも多くの方々が、ボ

ランティア活動として地域の消防団に入団されておられます事に、頭が下がる思い

がしております 

 私も職業として、消防に使用される製品の製造と販売をしておりますので、現在

の消火活動に使用されている製品についてお話しさせていただきます。 

 総務省 消防庁が私共の監督官庁です。毎年、プロの消防士・消防団員が使用する

機材に関しましては、より高性能で、高品質な製品の開発・製作が要求されており

ます。また、一般市民の使用する機材に関しましては、より安全性が高く、使用し

易い安価な製品の要求が有ります。消防業界に於きましてはハードの部分に関しま

して、十分に対応出来ているかと思いますが、消火器の操作方法さえ理解してない

方が多くいられる事、まして、岡谷ロータリークラブの例会場のホテル岡谷内に設

置されている屋内消火栓のドアさえ開けた事が無い方が、ほとんどかと思います。

ソフトの部分に関しまして、些か疑問を感じております。 

 今年の全国統一防火標語は『無防備な 心に火災が かくれんぼ』まさしくある

意味で申し上げれば、ソフトの部分の啓発をしているのかと思います。東京都管内

に於いては、消防団、女性防火クラブ、自主防災組織、学童クラブ等が連携して活

発なコミニュテ―防災活動を行っておりますが、地方に於いては、まだまだ人ごと

の様に捉えられており非常に残念です。最近になりまして大阪府に於いても、少し

活発な防災活動がスタートしたとお聞きしております。 

 会員の皆様方のご家庭には、消火器が設置されておるかと思いますので、本日ご

自宅にお帰りになった際には、是非ともご家族の皆さま方と一緒に消火器の操作方

法を再認識して下さい。 
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 3月の R レートは 1＄ 116円です。 

 

 

 

会長エレクト  次年度の地区財団補助金申請の時期となりました。補助金事業と

して、蚕糸博物館より要望がありましたのでプロジェクターとミシンを寄贈したい

と思います。女工哀史を払拭したいと当時の女工さんたちの楽しそうな本当の姿を

見て欲しいと、プロジェクターを寄贈する内容で申請しますので、よろしくお願い

します。 

 

総 会  

牛山幸一会長エレクトより2016－2017年度(第57期)委員会構成の提案が出され、 

承認されました。 

 

【挨 拶】（2016－2017 年度） 

会則特別委員会 矢島 實 委員長 

 必要な場面がありましたら、ご協力をよろしくお願いします。 

 

職業分類・会員選考委員会 林 靖高 委員長 

 頑張ってやりたいと思いますが、新会員の推薦が無いとできません。活躍できる

ように新会員の推薦をお願いします。1 職業につき 5 名まで良いので選択肢が広く

なっていると思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

ロータリー情報(会報・雑誌・広報)委員会 濵 毅 委員長 

 よろしくお願いします。まだ、今期の親睦委員会の事業が残っていますので、こ

ちらへのご協力もよろしくお願いします。 

 

出席委員会 宮坂晃介 委員長 

 今でも出席するように努めていますが、来期はより一層、出席して範となるよう

にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

ニコニコボックス委員会 守屋麻里 委員長 

 ニコニコの名の通り笑顔で協力していただけるよう、努めたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

親睦委員会 瀬戸雅三 委員長 

 皆さんが楽しめるような企画をしたいと思いますので、ご協力のほど、よろしく

お願いします。 

幹 事 報 告 

委員会報告 

 



 
米山記念奨学委員会 小口裕司 委員長 

 入会 3 年目という事で、勉強させていただきながら務めさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

副会長・プログラム委員会 林広一郎 委員長 

 微力ながら一生懸命、務めさせていただきますので、ご協力の程、よろしくお願

いします。 

 

 

 

 
 

  

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・尾関

秀雄・笠原新太郎・上條英雄・北澤洋之介・小山 智・佐伯克己・薩摩 建・佐藤

有司・瀬戸雅三・髙木昭好・竹村一幸・中嶋孝一・中畑隆一・中村文明・濵 毅・

濵 俊弘・林 尚孝・林 靖高・宮坂晃介・宮坂 伸・守屋麻里・矢島 進・矢島

實・山岸邦太郎・山崎典夫  今日から 3 月、春はもうすぐです。まだまだ、寒い

日があると思いますが、体調に注意して頑張りましょう。 

林広一郎・宮坂宥洪  創業月です。よろしくお願いします。 

 

 

 

会員数４１名、出席者３４名、出席率８７.１８％、前々回訂正８５.００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2015～2016 年度 RI テーマ 

世界へのプレゼントになろう 

Be a gift to the world 

 



 
 

 

 

名誉会員 【会員増強・家族】
　今井　竜五 　

(◎会長) (副会長) 　　　佐藤　有司
　牛山　幸一

【会計】 【職業分類・
(◎直前会長) ○　山崎　典夫 ○　梅垣　和彦 　　会員選考】
　小口　泰史 △　小山　智 　○　林　　靖高

　△　尾関　秀雄
(◎会長ｴﾚｸﾄ)
　矢島　進 【Ｒ情報】

(◎副会長) ○　濵　　毅　
梅垣　和彦 ○　宮澤　由己 △　小口　隆
林　広一郎 △　上條　英雄     武井　利夫　

　　　平沢　清文　
(◎幹事) 【プログラム】
　中嶋　孝一 (副会長) △　矢島　實

【クラブ奉仕】 　　小口　泰史※ 
(☆副幹事) ○  矢島　實
　林　　尚孝 　　　小野　仁 ○　林　広一郎 【出席】
　北澤洋之介 　　　宮坂　伸 ○　宮坂　晃介

　　　中畑　隆一 △　中畑　隆一
(◎会計) 　　　宮澤　由己 ○　林　裕彦
山崎　典夫 　　　小口　泰史 △　大橋　正明

　　　牛山　幸一 　　濱　　透(S) ○　守屋　麻里
(◎会場監督(SAA)) 　　　矢島　進 △　濵　　俊弘　
宮澤　由己 　　　山岸邦太郎 【社会奉仕】

　　　佐藤　有司 ○　薩摩　建 【親睦】
(★ｸﾗﾌﾞ奉仕) 　　　山崎　典夫 △　高木　昭好 ○　瀬戸　雅三
林　広一郎 　　　中嶋　孝一 　　小野　仁 △　原　　史郎

　　　林　　尚孝     今井　康善
(★職業奉仕) 　　上條　英雄※
林　裕彦 　　　佐藤　有司※

　　中村　文明※
(★社会奉仕)
薩摩　建 【Ｒ財団】

○　山岸邦太郎　 ○　太田　博久
(★国際奉仕) △　竹村　一幸 △　中村　文明
山邦太郎 　　

【青少年奉仕】 【米山記念】
(★青少年奉仕) ○　佐伯　克己　 ○　小口　裕司
佐伯　克己 △　宮坂　伸　 △　宮坂　宥洪　

事務局

脇坂香代子

【会場監督(SAA)】

【会則特別委員会】
 (ｸﾗﾌﾞ管理運営)

【職業奉仕・保健】

【ニコボックス】

【国際奉仕･奨学事業】

２０１６～２０１７年度(第５７期)委員会構成表

【理事会】
　△　笠原新太郎　

【会員組織強化】
 (ｸﾗﾌﾞ組織強化)

(会報・雑誌・広報)

(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
Ｓ サポートメンバー

 


