
 

  

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは！ 

いよいよ 3 月です。春です。1 日からは全国火災予防運動が始まりましたが、毎日のように

悲惨な火事のニュースが入ってきます。特に高齢者に関係するものが多いように感じます。

すべてを奪ってしまう火災には充分気を付ましょう。 

 明日は 24節気の啓蟄です。冬ごもりしていた虫たちが這い出してきて活動を開始する時

期です。私も残す所あと４ヶ月になってしまいました。４月から５月前半は皇位継承もあり、

また 10 連休の超大型連休もあります。 

 ロータリーの話です。ＲＩ会長バリー・ラシン氏は「BE THE INSPIRATION」インスピレーシ

ョンになろうをテーマに掲げ、ロータリアンは自ら鼓舞することにより、ロータリークラブ、地

区ＲＩ事業を未来に向かって進化させるとともに、地域の人々を応援し多くの鼓舞につなが

る活動をする人になろうと述べていますが、今私は御頭郷の諏訪大社大総代として自ら鼓

舞して、今年一年いくつかの神事とお舟祭りを中心に、何とか地域の人々を応援し多くの

鼓舞につながる活動をしたいと、微力ではありますが他の大総代と一致協力の掛け声の

基活動しております。 

岡谷ロータリークラブ会長方針で私にとって難しいと思われる点は、ロータリーの公共イメ

ージを高めるという事です。「岡谷ロータリークラブはこんな素晴らしい事をやっているんだ

よ」と自慢気に言う事へのためらいが多少なりともあるのは、昔からの決して見返りを期待し

ない岡谷ロータリー気質が私にもあるからでしょうか？ 

ロータリアンの一番大切な目標、使命は自分の仕事を通して社会に貢献する事と父からも

言い聞かされてきましたが、まだまだ毎日が忙しく通り過ぎていく状態です。 

会長方針で達成できた点は会員増強です。新しい時代が始まる時にふさわしい人材が入

会していただけた事は何より一番嬉しく思っています。これも会員の皆さんのご協力のお

陰です。引続き皆様の御指導と御協力をお願い申し上げ会長挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

会 長 挨 拶 

第 2863 回例会 2019 年（平成 31 年）3 月 5 日(火) 

■ 会長／林 裕彦 

■ 副会長／佐伯克己・瀬戸雅三 

■ 幹事／太田博久 

■ R 情報(会報)委員長／上條英雄 

 
■ 事務所／岡谷市中央町 1-4-1・Tel/0266-22-6939・Fax/0266-23-6939 

URL：okayarc.org・Email：okayarc@ bz04.plala.or.jp 
■ 例 会／毎週火曜日 PM12:30 ホテル岡谷         

OKAYA 
岡谷ロータリークラブ 

OKAYA ROTARY CLUB WEEKLY No.2842 

点 鐘：林 裕彦          司 会：山岸邦太郎  

斉 唱：君が代、奉仕の理想、四つのテスト   

ラッキーNo：NO.34 濵 俊弘  

皆 勤 祝：高木昭好 35年・宮坂 伸 29 年 

 

 

http://okayarc.org/


 

 

 4 月 9 日と 10 日、富岡ＲＣ・深谷ＲＣ交流会がございます。多くの皆さんのご

参加をお願いいたします。 

 5月11日（土）、ポリオ撲滅チャリティーゴルフをロータリーデーと称しまして、

諏訪グループ 7 クラブの交流戦を蓼科ＣＣで開催されます。腕に覚えのある方

はたくさんいらっしゃるので、よろしくご参加の程お願いいたします。 

 

 3/9（土）、ＩＭが開催されます。茅野マリオローヤル会館で 12：30 受付です。 

11：16岡谷駅発の電車がございます。ご利用される方はお願いいたします。 

 3/18（火）、岡谷エコーＲＣさんとの 2 クラブ合同例会です。出欠を 8日までに

お願いいたします。 

 4/2（火）、夜間例会です。年間予定には観光荘さんになっていますが、山城屋

さんに変更になりました。近日中にご案内をお出しいたします。 

 4/9（火）、10日（水）、富岡・深谷 3 クラブ交流会のご案内をお出ししました。 

まだバスにも余裕がございます。ご参加いただける方はお願いいたします。 

 5/11（土）、ポリオ撲滅チャリティーゴルフはクラブ対抗ですので、是非岡谷ク

ラブが優勝できるようご参加をお願いいたします。詳細分かり次第近日中にご

案内をお出しいたします。 

 3月のＲレートは 1＄＝110 円です。 

 

＊＊総会＊＊        議長：林裕彦会長  進行：太田博久幹事          

 佐藤有司会長エレクトより 2019-2020 年度（第 60期）委員会構成表の提案がさ

れ承認されました。 

 

＊挨拶（2019-2020 年度 第 60 期） 

 

・宮澤由己 会則特別・クラブ戦略委員長 

 何もなければそのまま一年過ぎますが、何かあれば対応して執行したいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・宮坂 伸 職業分類・会員選考委員長 

 本年たくさんの若い会員の皆さんに入っていただきました。是非その方たちにお

友達をご紹介いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

・瀬戸雅三 出席委員長 

 出席委員長を仰せつかりました。初めての委員会です。一生懸命頑張ります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

会 長 報 告 

幹 事 報 告 

 



 
・髙木克彦 ニコニコボックス委員長 

 有望な若手を 2人就けていただきましたので、一年間頑張りたいと思います。 

 振るってニコボックスにご寄付の程をよろしくお願いいたします。 

 

・山岡俊幸 親睦委員長 

 入会 3 年目で委員長を仰せつかりました。気が重いところもありますが、入会し

て 3 年連続親睦委員会なので慣れています。皆さんが楽しんで親睦が図れるよう

各種行事を企画したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

                  ※Ｒ情報委員会、米山記念奨学委員会は次回 

 
 

  

林広一郎  今月は創業月です。よろしくお願いします。 

牛山幸一・梅垣和彦・太田博久・小口 隆・小口泰史・尾関秀雄・片桐伸介・上條

英雄・北澤洋之介・小林大介・佐伯克己・薩摩 建・佐藤有司・瀬戸雅三・髙木克

彦・中嶋孝一・中畑隆一・濵 毅・濵 俊弘・林広一郎・林 尚孝・林 裕彦・林 靖

高・平沢清文・宮坂晃介・宮坂 伸・宮澤由己・矢島 進・矢島 実・山岡俊幸・山

岸邦太郎・山崎典夫・吉村栄二・小口国之  新しい委員会が決まりました。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

会員数４６名、出席者３７名、出席率８４.０９％、前々回訂正８１.８２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2018-2019 

岡谷ロータリークラブテーマ 

『共に前へ繋いで行こう』 

2018-2019 年度ＲＩテーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 

 



 

 

　

　　濵　透（S) 

○　瀬戸雅三
△　吉村栄二
　　矢島　貴

【ニコボックス】
    中村文明 ○　髙木克彦

△　杉村邦彦　
　　小口国之

　　小口　隆
△　小林大介

　　吉村栄二※
　　杉村邦彦※
　　江黒寛文※
　　小口国之※

【Ｒ財団】
○　宮坂晃介　

【青少年奉仕】 △　尾関秀雄

【米山記念】
○　小口裕司
△　宮坂宥洪　

(◎会長) (副会長) 　　小口泰史
佐藤有司 【会員組織強化】 　　矢島　進※

２０１９～２０２０年度(第６０期)委員会構成表

【理事会】
名誉会員 【会員増強・家族】
今井　竜五 △　林　尚孝

○　太田博久 　　・会員選考】
(◎会長ｴﾚｸﾄ) △　片桐伸介 ○　宮坂　伸
中村文明 △　佐伯克己

 (ｸﾗﾌﾞ組織強化) 　　杉村邦彦※
(◎直前会長) ○　山崎典夫
林　裕彦 【会計】 【職業分類

○　中畑隆一
　　江黒寛文(◎幹事) △　林広一郎

梅垣和彦 　　矢島　進 (副会長)

(◎副会長) 【Ｒ情報】
山崎典夫 (会報・雑誌・広報)
薩摩　建 【会場監督(SAA)】 ○　笠原新太郎

△　大橋正明

【クラブ奉仕】 【プログラム】
(☆副幹事)  (ｸﾗﾌﾞ管理運営) △　山岸邦太郎
小口　隆 ○　薩摩　建

　　佐伯克己※
　　平沢清文

濵　毅 【会則特別・
クラブ戦略】

(◎会計) ○　宮澤由己

　　矢島　進

(★ｸﾗﾌﾞ奉仕)
　　林　裕彦

【出席】太田博久 特別委員　宮坂宥洪 【職業奉仕・保健】

　　佐藤有司

(◎会場監督(SAA))

　　小口泰史

　　高木昭好中畑隆一
　　牛山幸一

今井康善 　　林　尚孝 　　竹村一幸

○　今井康善
△　片桐伸介※

　　太田博久

○　山岡俊幸
　　梅垣和彦

　　山崎典夫 ○　北澤洋之介
(★職業奉仕) 　　中嶋孝一 △　守屋麻里　

薩摩　建 【社会奉仕】

事務局

伊藤智恵子
○　上條英雄

　　林　靖高

○　牛山幸一
△　中嶋孝一
　　濵　俊弘

△　矢島　実

　　守屋麻里※

(★青少年奉仕)
上條英雄 【国際奉仕･奨学事業】

(★国際奉仕)
牛山幸一

(★社会奉仕)
北澤洋之介

【親睦】

(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

(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 寄付増進委員 小口 裕司

Ｒ財団委員会 資金推進小委員 宮坂 晃介

 


