
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021年度 第 61期 

会長 中村 文明 

 

2020-2021年度ホルガー・クナール会長は本年度 RIテーマを 

「ロータリーは機会の扉を開く」と発表されました。 

また、いかにロータリーを持続可能なかたちで成長させることがで

きるのか活動を通じて会員はどのような価値を得ることがでるのか、と語られま

した。 

 RI 第 2600 地区ガバナー成田守夫氏は地区標語「ロータリーを通じてあなたの

世界を広げよう」自然災害、少子高齢化に悩む長野県を今こそロータリアンが新

たな結束と活力をもって:ロータリアンから信州を元気に:と述べております。 

 岡谷ロータリークラブ創立 60 周年も皆様のご協力で昨年度無事終了致しまし

た。これを踏まえ新たに有機的で持続可能なクラブモデルを作る年度としたいと

思います。本年は皆様ご承知のように新型コロナウイルス感染症が発生し、企業

活動社会生活ロータリー事業等に多大な影響を及ぼしております。当クラブとし

てもガバナーの意向に沿い会員の安全最優先で勇気を持って行事の変更延期を決

断しクラブ事業を進めるフレキシブルな対応を心掛けてまいります。 

又、本年度は諏訪グループガバナー補佐の輩出クラブとして、全員にご協力いた

だき矢島ガバナー補佐の責任が全うできます事をお願い申し上げます。 

会員の皆様一年間よろしくお願いします。 

 

第 2910 回例会 2020 年（令和２年）7 月 7 日(火) 

■ 会長／中村文明 

■ 副会長／林 尚孝・髙木克彦 

■ 幹事／小口 隆 

■ R 情報(会報)委員長／杉村邦彦 

 
■ 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.2888 

点 鐘：中村文明          司 会：中嶋孝一  

斉 唱：君が代、奉仕の理想、四つのテスト       

ラッキーNo：NO. 20 吉村栄二 

皆 勤 祝：竹村一幸 37年・中畑隆一 28 年・林 裕彦 17 年・小口 隆 16年 

       北澤洋之介 12年・濵 毅 8年・小口裕司 6年・上條英雄 6年 

       宮坂晃介 6年・髙木克彦 4年・片桐伸介 2年 

誕 生 祝：矢島 実・山崎典夫 
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主要目標 

1. 会員の増強 
2. ロータリークラブの公共イメージの向上 
3. 新たなクラブモデルを作る為の戦略計画立案 
4. 会員相互の理解と親睦 
5. 青少年への理解と協力 
6. 補助金事業の実施 
7. ロータリーデーの開催 
8. ロータリー財団・米山記念奨学会への協力 
9. ポリオ撲滅の協力 
10. ガバナー補佐の支援協力 
 

 

 

 

 

 

2020－2021年度 1年間、クラブ運営及び事業等、精一杯成功に向け努力する所

存でございますので、皆様ご助言ご協力よろしくお願いいたします。 

まず初めに、例会等での新型コロナウイルス感染症対策でございますが、 

個人としては、 

① マスクの着用・アルコール消毒の徹底 

② 当日、発熱体調不良等の有る場合は参加をお控えください。 

 例会も含め諸事業運営上は、 

① 諸事業等三密を控えソーシャルディスタンスを取る事 

② その他、感染拡大防止の注意をお願いします。 

 

 新型コロナウイルス感染症の状況は日々変化しており、今後の情勢によっては 

「年間計画・クラブ計画」に支障の出る可能性が大いにあり得ますので、その都度 

対応をしてまいります。 

 皆様の安全第一を考え運営してまいります。 

急な連絡・変更・中止等皆様にはご迷惑をおかけする事があると思いますので、ご協

力よろしくお願いいたします。 

 今回の例会と次回の例会は事業計画・予算決算と、一年の締めくくりとスタートの

大切なクラブフォーラムとなりますので、よろしくお願いいたします。 

 

会 長 挨 拶 

会長・幹事引継ぎセレモニー 

佐藤直前会長、 

ありがとうございました 

梅垣直前幹事、 

お疲れ様でした 

中村会長、小口幹事 頑張ってください！ 

 



 

 

 年間予定表、委員会構成表について、変更がありますのでご承知おきください。 

 7月のＲレートは、1＄＝107 円です。 

 

＊クラブフォーラム＊    事業計画Ⅰ    進行：小口 隆幹事 

 

佐藤有司 直前会長 

 中村会長は安心して見ていられますし、挨拶を考えなくていいのはこんなに楽なのかとし

みじみ感じています。一年間しっかり支えたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

山岸邦太郎 会長エレクト 

 一年間中村会長の背中を見ながら、一生懸命初心に戻って勉強していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

林 尚孝 副会長（会員増強・家族委員長） 

 副会長として中村会長を補佐できるよう頑張ります。会員増強も早速１名入会していただ

けそうですが、純増 2 名以上という目標の下、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

髙木克彦 副会長（プログラム委員長） 

 例年通り、会員の皆様の身になる卓話を考えておりますが、今の情勢を考慮し当面はクラ

ブ会員による卓話を実施し、状況を見ながら外部講師による卓話に繋げていきたいと思い

ます。副会長としては一年間勉強させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

笠原新太郎 副幹事 

 次年度幹事ですので、小口隆幹事をしっかり見習って、また山岸会長エレクトを支えなが

ら、今年こそ心を入れかえ一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 

瀬戸雅三 副幹事 

 初めての副幹事ということで、小口幹事、笠原副幹事を見て勉強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。 

 

梅垣和彦 会計長 

 皆勤祝、誕生祝、結婚祝には集金をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

中嶋孝一 会場監督（SAA）委員長 

 ビジター、ゲストを歓迎して楽しい例会、また会長・幹事・副委員長と連絡を取りスムーズ

な例会運営に努めます。例年通りエレクトーン生演奏による和やかで気品ある例会にした

いと思いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

吉村栄二 職業奉仕委員長 

 例年通り、例会における四つのテストの唱和を行います。また職業訪問もコロナの状況を

幹 事 報 告 

 



 
みながら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。 

 

矢島 実 社会奉仕委員長 

 会長方針の下、社会貢献としての奉仕活動を行います。諏訪湖清掃、清掃例会の実施、

市内小学校への図書寄贈、そして「ダメ ゼッタイ」運動の協力については本日より募金箱

を設置しましたのでご協力をお願いいたします。 

 

守屋麻里 国際奉仕・奨学事業委員長 

 愛のコイン事業は継続して行います。来年台湾で開催される国際大会に参加したいという

会長の意向ですので、コロナの状況を見ながら進めていきたいと思います。飛行機の席の

関係もありますので近々アンケートを取らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

佐伯克己 青少年奉仕委員長 

 地区補助金事業については、青少年が武井武雄の作品を通し地元の芸術文化を継承す

る事業を行います。コロナの影響もありますので、３密にならないよう計画したいと思います。

その他にボースカウト・ガールスカウト・児童養護施設への援助、インターアクト・ローターア

クト・ＲＹＬＡへの協力も例年通り行います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

小口 隆 幹事 

 コロナ禍により、どんな一年になるのか非常に不安ではありますが、しっかり中村会長をサ

ポートしながら一年間頑張りたいと思います。このような状況ですので、飲食を経営されて

いる会員の方よりお弁当をとるなど、食事は例年と若干違う形で例会を行ってまいりますの

で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～ 

 

  

中村文明（会長）  61期スタートです。1 年間よろしくお願いいたします。 

小口 隆（幹事）  コロナ禍に中で色々と不安ですが、中村会長をサポートして 1 

年間頑張ります。よろしくお願いいたします。 

佐藤有司（直前会長）  昨年度は大変お世話になりました。本年度は直前会長と 

いうことで、昨年度頂戴しました恩をしっかりお返ししたいと思います。 

山岸邦太郎（会長エレクト）  1年間よろしくお願いいたします。 

中嶋孝一・北澤洋之介・濵 俊弘（会場監督（ＳＡＡ）委員会）  1年間よろしく 

お願いいたします。 

杉村邦彦・宮澤由己・矢島 進（Ｒ情報委員会）  1年間分かりやすい情報発信に 

努めます。よろしくお願いいたします。 

小林大介・大滝祐吉・江黒寛文・小宮山英利・小口国之・矢島 貴（親睦委員会） 

楽しい親睦になるよう頑張るので、よろしくお願いいたします。   

薩摩 建・太田博久（ニコニコボックス委員会）  予算クリアに向けて頑張りま

す。皆様の御協力をよろしくお願いします。 

ニコニコボックス 

 



 
佐伯克己・竹村一幸（青少年奉仕委員会）  未来のロータリーを担う青少年育成

のため頑張ります。1年間よろしくお願いいたします。 

髙木克彦・今井康善・林 裕彦・小宮山英利・濵 透（プログラム委員会）   

1年間少しでも会員の身になる卓話を実施したいと思います。よろしくお願いします。 

山岡俊幸・小口国之・中畑隆一（出席委員会）  1年間よろしくお願いいたします。 

矢島 実・濵 毅・平沢清文（社会奉仕委員会）  1 年間よろしくお願いします。 

林 尚孝・大橋正明・小口裕司（会員増強委員会）  会員増強頑張ります。よろ

しくお願いします。 

守屋麻里・江黒寛文・宮坂 伸（国際奉仕委員会）  1年間、ご協力よろしくお願

いします。 

吉村栄二・矢島 貴・牛山幸一（職業奉仕委員会）  1年間よろしくお願いします。 

宮坂晃介・高木昭好（Ｒ財団委員会）  1 年間財団へのご理解ご協力をお願いします。 

梅垣和彦・片桐伸介（会計）  会計を担当します。皆様のご協力をお願いします。 

山崎典夫・宮坂宥洪（米山記念奨学委員会）  1年間お世話になります。よろしく

お願いいたします。 

矢島 進（諏訪グループガバナー補佐）  皆様のご協力により、1年間ガバナー補

佐を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

小口泰史（ＩＭ実行委員長）  1年間お世話になります。よろしくお願いします。 

林 裕彦・中嶋孝一・太田博久・林 尚孝（諏訪グループガバナー補佐事務局） 

ガバナー補佐事務局一同です。1年間よろしくお願いいたします。 

牛山幸一・江黒寛文・小口国之・小口 隆・小口泰史・笠原新太郎・北澤洋之介・小

宮山英利・瀬戸雅三・高木昭好・髙木克彦・中嶋孝一・濵 毅・濵 俊弘・林 裕彦・

宮坂晃介・宮澤由己・守屋麻里・吉村栄二・大滝祐吉  本例会より新年度スター

トします。頑張りましょう！   
 

 

会員数４７名、出席者４１名、出席率８７.２３ ％ 

出 席 報 告 

2020-2021 年度ＲＩテーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

Ｒotary Opens Opportunities 

 


