
 

 

 

 

 

 

 3 月は RI の識字利率向上月間です。読み書き能力の教育は 1978 年にロータリー

の当時の「保健・飢餓追放・人間尊重委員会」によって優先的プログラムとみなさ

れ、その後、RI 理事会は読み書き教育の強調を実施することを宣言しました。 

 すべての人々が平和に暮らせるように地球社会をつくろうとするユネスコ運動に

「世界寺子屋運動」があります。この世界寺子屋運動は教育の機会をもたない子供

たちに教育の場を与えようと、世界に先駆けて日本から始まった運動です。世界に

は様々な事情により、学校に行けない子供たちが約 7500万人、そして学校に行けな

いまま大人になり、文字の読み書きができない人が約 7 億 7600万人と指定されてい

ます。世界寺子屋運動は、このような人々に「学びの場所＝寺子屋」を提供し、教

育を支援していく運動であり、発展途上国においては極めて重要な活動になってお

ります。 

 

 

 

 次週例会は岡谷エコーRC との合同夜間例会です。6：30～ ホテル岡谷 

 3/30(日) 13：00～(受付 12：30）マリオローヤル会館にて開催されますＩＭの

出欠表を回覧します。多くの方のご参加をお願いします。 

 

 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

点 鐘：中畑 隆一        司 会：大橋 正明 

斉 唱：君が代、奉仕の理想    ：No.７ 井上 保子  

唱 和：四つのテスト 

皆 勤 祝：髙木昭好 30年・宮坂 伸 24 年 

誕 生 祝：北村正春 

結 婚 祝：尾関秀雄・武井利夫・髙木昭好・小松正二・林 靖高・宮澤由己・山岸邦太郎 

委嘱状：2600 地区 諮問委員会他 宮坂宥洪・資金管理員会他 尾関秀雄 

     資金管理員会 武井利夫・R財団委員会資金推進委員会 平沢清文 

 

第 2653 回例会 2014 年（平成 26 年）3 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         

 
OKAYA ROTARY CLUB WEEKLY No.2632 

誕
生
祝 

 

http://okayarc.org/


 

 

職業奉仕・保健委員会  健康診断のご案内をしております。5/13(火)8:30 から受

付です。是非とも多くの方に受診していただければと思います。よろしくお願いします。 

親睦委員会  4/26(土)にバスハイクを飛騨高山方面で計画いたしました。詳細は

後日ご案内いたしますが、多くの方にご参加いただきますよう、お願いいたします。 

青少年奉仕委員会  地区財団委員会の新地区補助金を受けて、「乳幼児子育ての集

い」を支援するという事で、先日、更生保護女性会を通じて CDを寄贈いたしました。

これから各地区へ伺って支援活動して参ります。お手伝いをお願いする場合があり

ますのでよろしくお願いします。また、寄贈に当たり更生保護女性会長小口様より

お礼状が届きましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

 ガバナー月信は全部で 13 号が出されますが、表紙には岡谷市近代化産業遺産群を

載せています。今月は照光寺の蚕霊供養塔となっています。また今月のロータリー

の友に寄稿していますので、そちらもご覧ください。 

 

 

 

 

 

総 会  

宮澤由己会長エレクトより2014－2015年度(第55期)委員会構成の提案が出され、 

承認されました。 

 

【挨 拶】（2014－2015 年度） 

山崎典夫 副幹事 

 皆さんよろしくお願いいたします。 

 

中村文明 国際奉仕・奨学事業委員長 

 皆様のご指導の下、一生懸命やりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

髙木昭好 職業分類・会員選考委員長  

 増強をして頂かないと仕事ができません。大勢の方を推薦していただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

原 史郎 R情報(会報・雑誌・広報)委員長 

 しっかりとカメラの取り方を勉強します。 

委員会報告 

ガ バ ナ ー 事 務 所 報 告 

 



 
宮坂宥澄 出席委員長 

 2度目の委員会です。この委員会をすれば出席率が高くなる気がします。 

一生懸命やらせていただきます。 

薩摩 建 ニコニコボックス委員長 

 初めての委員長と言う中で、分かっていないことが多いですが、ニコボックスは

皆さんのご協力があってのものだと思っております。よろしくお願いします。 

 

矢島 進 R財団委員長 

 連続 3 期務めることになります。お願いばかりで胸が痛いですが、ご協力を頂い

て良い成績が取れるようにお願いいたします。 

 

宮坂 伸 米山記念奨学委員長 

 初めての委員会です。ご協力をお願いいたします。 

 

平沢清文 会則特別委員長 

 必要に応じて委員会を開催していきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

  

井上保子・牛山幸一・梅垣和彦・太田博久・大橋正明・小口泰史・尾関秀雄・北村

正春・小林純一・佐藤有司・杉田隆夫・瀬戸雅三・髙木昭好・竹村一幸・中嶋孝一・

中畑隆一・中村文明・林 尚孝・林 裕彦・林 靖高・原 史郎・平沢清文・宮坂 

伸。宮坂宥洪・宮澤由己・守屋麻里・矢島 進・矢島 實・山崎典夫  だいぶ雪

も解けました。春の訪れを感じます。 

林広一郎  今月は創業月となります。 

 

 

 

 

 

会員数４４名、出席者３４名、出席率８７.５０％、前々回訂正７９.４９％ 

 

 
 

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 

 



 

 

名誉会員 【会員増強・家族】

　今井　竜五 　

(◎会長) (副会長) 　　　白鳥　修次
宮澤　由己

【会計】 　　　
(◎直前会長) ○　佐藤　有司 ○　笠原新太郎 【職業分類
中畑　隆一 △　小林　純一 　　・会員選考】

　○　髙木　昭好
(◎会長ｴﾚｸﾄ) 　△　小松　正二
小口　泰史

【Ｒ情報】
(◎副会長)
笠原新太郎 ○　林　　裕彦 ○　原　　史郎　
中嶋　孝一 △　太田　博久 △　北村　正春

　　　濵　　俊弘 　　  小口　成人　
(◎幹事)
井上　保子 (副会長) 【プログラム】

【クラブ奉仕】 △　瀬戸　雅三
(☆副幹事) ○  平沢　清文 　　武井　利夫 
山崎　典夫 　　　宮坂　宥洪 ○　中嶋　孝一 　　山岡　正邦
梅垣　和彦 　　　矢島　　實

　　　小野　　仁 【出席】
(◎会計) 　　　宮坂　　伸 ○　大橋　正明 ○　宮坂　宥澄
佐藤　有司 　　　中畑　隆一 △　守屋　麻里 △　竹村　一幸　

　　　宮澤　由己 　　濵　透(SM) 　　小林　純一※

(◎会場監督(SAA)) 　　　小口　泰史
林　　裕彦 　　　林　　裕彦 【社会奉仕】

　　　山岸邦太郎 ○　矢島　　實 ○　薩摩　　建
(★ｸﾗﾌﾞ奉仕) 　　　北村　正春 △　山岸邦太郎 △　林　　靖高
中嶋　孝一 　　　佐藤　有司 　　 　　梅垣　和彦※

　　　井上　保子

(★職業奉仕) 　　　山崎　典夫 【親睦】

大橋　正明 ○　佐伯　克己

△　濵　　　毅

(★社会奉仕) 　　平沢　清文

矢島　　實 　　林　広一郎

　　山岸邦太郎※

(★国際奉仕) 　　林　　尚孝※

中村　文明

○　中村　文明 【Ｒ財団】

(★青少年奉仕) △　林　　尚孝 ○　矢島　　進

北澤洋之介 　　宮坂　宥洪 △　小野　　仁

　　太田　博久※

【青少年奉仕】

○　北澤洋之介 【米山記念】
事務局 △　杉田　隆夫 ○　宮坂　　伸

脇坂香代子 △　尾関　秀雄

【会則特別委員会】

【会場監督(SAA)】

【国際奉仕･奨学事業】

(会報・雑誌・広報)

 (ｸﾗﾌﾞ管理運営)

【職業奉仕・保健】

【ニコボックス】

【理事会】

２０１４～２０１５年度(第５５期)委員会構成表

　△　牛山　幸一

【会員組織強化】

 (ｸﾗﾌﾞ組織強化)

(地区)
諮問委員会 委員 他 宮坂 宥洪
地区資金員会 委員 他 尾関 秀雄
地区資金員会 委員 武井 利夫
R財団資金推進委員会 委員 平沢 清文

◎ 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

 


