
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        2019-2020（60期）会長 佐藤有司 

2019-2020 年度 M.D.マローニーRI 会長は「Rotary Connects The World」

（ロータリーは世界をつなぐ）をテーマに掲げ、ロータリーの奉仕を通じて

人々が手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いていきましょう

と述べております。 

 また RI 第 2600 地区古川ガバナーは「Spread The Charm of Rotary」 （ロータリーの魅力

を広げよう）を地区標語とし、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良

い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する社会を目指して活動していこうと述

べられました。 

 ロータリーの魅力を広げるためには魅力ある組織づくりが必要不可欠と考えます。 

岡谷ロータリークラブが創立 60 周年を迎える本年、これまで諸先輩方が築いてこられた歴

史を紐解き、クラブや奉仕活動の在り方など活動を通して学んでいきたいと考えておりま

す。そして会員が積極的に集える魅力あるクラブづくりを行うと共に、新たな時代に適った

奉仕活動を考え地域社会に貢献していきたいと思います。 

加えて６０周年に関係する事業も平行して行なって参ります。会員相互の親睦を図りな

がら団結して周年事業を展開していく所存であります。 

節目この一年、会員の皆様にはご負担をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

第 2879 回例会 2019 年（令和元年）7 月 2 日(火) 

■ 会長／佐藤有司 

■ 副会長／山崎典夫・薩摩 建 

■ 幹事／梅垣和彦 

■ R 情報(会報)委員長／笠原新太郎 
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斉 唱：君が代、奉仕の理想、四つのテスト       
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皆 勤 祝：林 靖高 41年・竹村一幸 36 年・中畑隆一 27 年 

林 裕彦 16年・小口 隆 15年・北澤洋之介 11年 

濵 毅 7年・小口裕司 5年・上條英雄 5年 

宮坂晃介 5年・髙木克彦 3年・片桐伸介 1年        

誕 生 祝：林 靖高・矢島 実・山崎典夫 
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【主要目標】 

  1. 研修の実施（新会員・既存会員） 

  2. 会員増強と会員維持 

  3. 公共イメージの向上をさせるための活動 

  4. 青少年への理解と協力 

  5. 魅力ある職業奉仕プログラムの企画  

  6. ロータリー財団、米山記念奨学会への協力 

  7. マイ・ロータリーへの登録とクラブセントラルの活用 

  8. クラブの戦略計画の立案 

  9. 補助金事業の実施 

 10. 岡谷ロータリークラブ創立 60 周年に関係する事業の実施 

  

会長・幹事引継ぎセレモニー 

 

                   ＊直前会長・幹事より会長・幹事へ 

バッジ引継ぎ・・「頑張ってください！」 

 

 

                   ＊会長・幹事より直前会長・幹事へ 

記念品贈呈・・「お疲れ様でした・・」 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

会長として初めての挨拶をさせて頂きます。 

昨年度ご苦労頂いた林会長、太田幹事を始め、昨年度役員の皆様には素晴らしい成

果を上げられ本年度にバトンパスをして頂きました。改めて敬意を表し感謝申し上げます。 

さて元号も令和に改まり、岡谷クラブは第 60 期を迎えます。創立 60 周年の会長というこ

とで身に余る思いです。365 日一生懸命務めさせて頂きますのでよろしくお願い致します。 

先月、RI2600 地区、宮坂宥洪 P.G.より 3 年に一度行われる規定審議会の報告がクラブ

に送られてきました。宮坂 P.G.は 4/14～18 にシカゴで開催された 2019 年規定審議会に

RI2600 地区の代表議員としてご出席されました。 

今回は職業分類の制限の廃止等がありました。特にロータリーの根幹である「職業分類

の制限」は設立当時、親睦が阻害されるという考えから「一人一業種による職業分類制度」

が採用されました。現在は一業種の割合を制限していますが、この割合の文言を削除する

というものであります。 

近年では例会の開催日数の変更（毎週1回から毎月2回以上）など緩和され、それぞれ

クラブに主体性を持たせてくれるようになりました。 

このことは主体性を持つ権利を与えて頂いたことによりロータリアンとしての義務を果た

さなければならないことかもしれません。 

今年度はクラブとしての中長期の戦略計画をしっかり立てていきたいと思います。 

会 長 挨 拶 

 



 
本年「魅力あるクラブづくりと時代に適った奉仕活動」というワードを使わせて頂きました

が、私自身ロータリーにおいてはまだ修行の身であります。 

岡谷クラブの魅力も理解しているつもりですが、今一度会員の皆様に勉強させて頂き、

さらに磨きをかけて、地域の奉仕活動に貢献していきたいと考えております。 

私は知識もなければ才能もない人間であります。 

会員の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げて挨拶とさせて頂きます。 

一年間よろしくお願い申し上げます。 

 

 先ほどの理事会に於いて承認された事をご報告いたします。 

① 名誉会員は本年度も今井竜五岡谷市長にお願いする。 

② 年会費も昨年同様前期 13 万円、後期 12 万円、計 25 万円とする。 

③ 年間予定について、本年度早朝例会と親睦バスハイクはなし、60 周年記念 

  夜間例会を令和 2 年 2 月 8 日（土）ミラノ・サローネアネックスで行います。 

 7 月の R レートは、１＄＝108 円です。 

 

 

＊クラブフォーラム＊    事業計画Ⅰ    進行：梅垣和彦幹事 

 

林 裕彦 直前会長 

 佐藤会長の方針通り、バックアップしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

中村文明 会長エレクト 

 会長エレクトということで身の引き締まる思いです。一年間しっかり勉強させていただいて

恥ずかしくないようにやらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

山崎典夫 副会長（会員増強・家族委員長） 

 2 回目の副会長を務めさせていただきます。会員純増 3 名を掲げさせていただきます。

会員 50 名を目標に頑張らせていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

薩摩 建 副会長（プログラム委員長） 

 副会長として佐藤会長をサポートして頑張りたいと思います。プログラム委員会として会

員の皆様が楽しんでいただける卓話を心掛けていきますのでよろしくお願いいたします。 

 

小口 隆 副幹事 

 濵副幹事とともに、会長・幹事のサポートをしっかりしていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

濵 毅 副幹事 

 会長・幹事のサポートがしっかりできるように頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 

幹 事 報 告 

 



 
太田博久 会計長 

 いきなり初日何をやっていいか分からず片桐会員に助けていただきました。一年間皆様

から無事に集金させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

中畑隆一 会場監督（SAA）委員長 

 例会がスムーズに進行する事、例会時の席の固定化を工夫したいと思います。ビジタ

ー・ゲストを歓迎しクラブの印象を高められるように心掛け、エレクトーンの演奏で和やかな

進行に務めさせていただきます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

今井康善 職業奉仕委員長 

 ロータリーの原点は職業奉仕から始まる、職業を通じて社会に奉仕していくという事です。

例会における四つのテストの唱和、職業訪問も含め魅力ある職業奉仕プログラムを実施し

てまいりたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

牛山幸一 国際奉仕・奨学事業委員長 

 不安定な世界情勢の中、会長方針を理解し、世界理解、親善、平和を推進する活動を

行います。愛のコインの継続し支援事業への協力、国際協力事業への協力支援、埔里

RC へ 60 周年記念の参加要請を計りたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

  

宮坂晃介 Ｒ財団委員長 

 Ｒ財団への理解と寄付のご協力をお願いいたします。ニコニコＢＯＸより 10％相当額をＲ

財団へ寄付いたします。Ｒ財団月間（11 月）に財団への理解とご協力をお願いいたします。

補助金事業については会長幹事と共に進めております。また会員の皆様の手をお借りし

て軽作業等予定しております。一年間よろしくお願いいたします。 

 

髙木克彦 ニコニコボックス委員長 

 例会時ニコニコボックスを設置し、皆様にご協力を募りたいと思います。目標額に達する

ように努力して参ります。一年間ご協力よろしくお願いいたします。 

 

梅垣和彦 幹事 

 いつもと違う景色の所で食事をしまして、いよいよ始まったんだなという第一印象です。こ

ちらから見ると人数の多さに圧倒され、一年間頑張らなきゃ・・と思っております。岡谷クラ

ブの活動が円滑に進むように会長、理事の皆さんと相談しながら、佐藤会長に恥をかかせ

ないように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

      ～事業計画の詳細は、後日配布のクラブ計画書をご覧ください～ 

 

  

矢島 進  今月は創業月です。御先祖様に感謝したいと思います。 

髙木克彦  今月は創業月です。70 周年を迎えました。支えてくださったすべての皆様に

感謝申し上げます。 

ニコニコボックス 

 



 
佐藤有司  第 60 期会長を務めさせていただきます。一年間よろしくお願いいたします。     

梅垣和彦  一年間よろしくお願いいたします。幹事として職務を全うしたいと思います。

皆様のご協力をお願いいたします。 

山崎典夫・薩摩 建  副会長として一年間頑張ります。よろしくお願いします。 

小口 隆・濵 毅  副幹事です。今年一年会長幹事をサポートできるよう頑張ります。 

林 裕彦  直前会長として一年間、60 代会長佐藤有司君を盛り上げて参ります。 

中村文明  今年会長エレクトです。よろしくお願いいたします。 

北澤洋之介・竹村一幸・守屋麻里  社会奉仕委員会です。一年間宜しくお願いします。 

上條英雄・矢島 実・林 靖高  青少年奉仕委員会です。一年間よろしくお願いします。 

今井康善・高木昭好  職業奉仕・保健委員会です。一年間よろしくお願いいたします。 

薩摩 建・山岸邦太郎・平沢清文  プログラム委員会です。一年間よろしくお願いします。 

中畑隆一・林広一郎・矢島 進 会場監督（ＳＡＡ）委員会です。一年間宜しくお願いします。 

牛山幸一・中嶋孝一・濵 俊弘 国際奉仕・奨学事業委員会です。宜しくお願いいたします。 

瀬戸雅三・吉村栄二・矢島 貴  出席委員会です。一年間よろしくお願いいたします。 

江黒寛文  Ｒ情報委員会です。一年間よろしくお願いいたします。 

宮坂晃介・尾関秀雄  Ｒ財団委員会です。財団への理解と寄付のご協力お願いします。 

太田博久・片桐伸介  片桐会員と共に集金係をさせてもらいます。「えっ今日？」と言わ

れないよう、できるだけ事前アナウンスに務めます。よろしくお願いします。 

宮澤由己  会則特別・クラブ戦略委員会です。一年間よろしくお願いいたします。 

山岡俊幸・小林大介・小宮山英利  親睦委員会です。会員相互の交流が活発になるよう

に頑張ります。一年間よろしくお願いいたします。 

山崎典夫・小口泰史・林 尚孝 会員増強・家族委員会です。一年間宜しくお願いします。 

宮坂 伸・佐伯克己  職業分類・会員選考委員会です。一年間よろしくお願いします。 

髙木克彦・杉村邦彦・小口国之  ニコニコボックス委員会です。一年間ニコニコボックス

へのご協力よろしくお願いいたします。 

佐伯克己  突然の事故で、ご迷惑ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。また、ク

ラブから御見舞いをいただき、ありがとうございました。 

守屋麻里  しばらくお休みをいただきました。皆さんよりお気遣いをいただきありがとうご

ざいました。本日よりまたよろしくお願いいたします。 

  

 

会員数４７名、出席者３７名、出席率８２.２２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告 

2019-2020 年度ＲＩテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ 

 


