
 

  

 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

本年岡谷 RC 例会も６月２９日の最終例会を残すだけとなりました。 

前回、今回と例会において事業報告が行われていますが、本年度の締め括りと新年度に

向け良いスタートがきれることを祈念致します。後ほどもう一度挨拶がございます。 

 一年間メンバーのご協力を感謝いたします。本当にありがとうございました。 

 

 片桐伸介会員が八十二銀行の異動に伴い、岡谷ロータリークラブの退会届が提出され

ました。後任は、西澤 賢（にしざわ けん）さんを推挙していただきました。 

片桐会員、3 年間大変お世話になりありがとうございました。 

 

＊片桐伸介会員 退会挨拶 

 この度、出向という事で岡谷ＲＣを退会する事となりました。３年間皆様

には本当にお世話になりました。今度は地元上田の「オルガン針」という民

間企業の経理とか財務をやらせていただきます。銀行とは離れるので緊

張もいたしますが、それ以上に、１３年間の単身赴任生活を終え実家へ戻

る事への緊張もございます。後任は西澤支店長で出身は地元岡谷の山

下町ですので、しっかり地域貢献とかやってくれると思います。ゴルフも好きなようですので、

是非皆さん仲良くしていただければと思います。最後になりますが、岡谷ＲＣの益々の御

発展と、会員の皆様の御健勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。本当に

ありがとうございました。 

 

 次週２９日は、山城屋さんで最終例会となります。よろしくお願いいたします。 

 昼例会は本年度最後となりますので、レターケースの荷物はお持帰り下さい。 
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ガバナー補佐事務局 林 尚孝副幹事  お配りいたしましたマスクは、チャリティーゴルフ

の参加賞としてご用意したものですが中止となり、会長・幹事にご相談して岡谷クラブで買

い取っていただきましたので、皆さん是非ご活用ください。 

 

＊＊クラブフォーラム・事業報告Ⅱ＊＊     進行：小口 隆幹事 

薩摩 建 ニコニコボックス委員長 

 例会時にニコニコボックスを設置いたしました。今年度は例会回数が減る中ではありまし

たが、毎回の出席率が高く、皆様から多くのご協力をいただけたお陰で、目標金額を達成

できました。その中の一部を予定通りにＲ財団へ寄付させていただきました。皆様のご協

力に感謝申し上げます。一年間ありがとうございました。 

 

梅垣和彦 会計長 

 誕生祝、皆勤祝、結婚祝の集金をさせていただきました。快く応じていただきありがとうご

ざいました。感謝申し上げます。一年間ありがとうございました。 

 

副会長、会員増強・家族委員会 林 尚孝委員長 

 副会長については、中村会長が一日も休まず出席していただいたお陰で助かりました。

会員増強については皆様のご協力のお陰で目標の 3 名の会員純増を達成できました。女

性会員の純増については、努力いたしましたが今年度も達成できなかったので次年度に

引継ぎたいと思います。一年間ご協力ありがとうございました。 

 

副会長、プログラム委員会 髙木克彦委員長 

 副会長については、特に何もしていりませんが、いい位置に座らせていただき皆様を拝

見できました。出席率も良かったので、この一年副会長として色々勉強させていただきまし

た。卓話については、今年度はコロナ禍により、現会員による卓話が中心となりました。急

な依頼、急な変更等本当に多々ありましたが、会員の皆様には快く引受けていただきまし

た事に感謝申し上げます。また、中止も多く、お声掛けいただきながらお招きする機会を

用意できなかった外部の方々もおられましたので、次年度に情報を引継ぎました。一年間

ありがとうございました。 

 

笠原新太郎 副幹事 

 一年間、副幹事をやらせていただきました。自他ともに認める不良会員ですが、今年一

年は緊張感を持って、小口幹事の一挙手一投足をよく見ながら勉強させていただいたつ

もりです。来年は頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 

瀬戸雅三 副幹事 

 ほとんどお金の確認でしたが、私も仕事柄間違えられないと思い、一生懸命やらせてい

ただきました。大体合っていたと思います。一年間ありがとうございました。  

 

委員会報告 

 



 
山岸邦太郎 会長エレクト 

 会長エレクトの山岸です。今年一年はラッキーナンバーの抽選箱を持って皆さんの所に

行かせていただきました。例会の数が少なかったり、外部講師の方も少なかったので会員

の中間層の方まで回ったかと思います。去年の今頃は、まだ一年あると思っていましたが、

だんだん近づいて緊張しておりますが、新年度になりましたらご協力の程よろしくお願いい

たします。一年間ありがとうございました。 

 

矢島 進 諏訪グループガバナー補佐ならびにガバナー補佐事務局 

 ガバナー補佐の矢島です。2 年以上前に

なりますが、ガバナー補佐を仰せつかり、務

まるかどうか自問自答の日々であった事を

思い起こします。幸いにも実力ある役員、ス

タッフに恵まれ、今任期を終えようとしており

ます。振返りますと、初仕事であるガバナー

補佐事前訪問は一番のプレッシャーでしたので、林裕彦幹事に全てのクラブにご同行い

ただき、大変心強い思いでした。また、幹事長役である林幹事には全ての事業に関わり的

確なアドバイスをいただきました。太田博久副幹事には、会議全般を仕切っていただき、

進行から議事録まで完璧な対応をいただきました。中嶋孝一副幹事には、諏訪グループ

のメイン事業であるＩＭ担当という事で、シナリオなどの準備から当日の進行係まで、大変

頼りになる存在でした。林尚孝副幹事はゴルフ担当で、医療従事者支援チャリティーゴル

フに向けて周到な準備をしていただきましたが、諏訪地域の感染レベルが５になり中止を

余儀なくされてしまいました。しかし、林副幹事には年度当初予定になかった医療従事者

支援の広告を担当し、印象に残る広告を掲載していただきました。その時の医療従事者

支援金には、岡谷クラブの皆様にもご協力いただき誠にありがとうございました。小口泰史

ＩＭ実行委員長には、私たちがＩＭを実行できるか悩んでいた時、コロナ禍であっても安全

を最優先しＩＭは必ず開催する！と言っていただきました。役員一同は開催できる事を信

じ、手探りでありましたがオンラインによる開催ができ、制約もありましたが成功に終わること

ができました。お手伝いいただいたスタッフの皆さん、岡谷クラブの皆様に感謝申し上げま

す。黒子役である中央企画様には真のプロ魂を見せていただきました。御礼申し上げます。

事務局の伊藤さんには通常業務の他にガバナー補佐事務局の仕事までお願いし、ご負

担をかけましたが快く卆なくこなしていただきました事に感謝いたします。改めて、中村会

長、小口幹事はじめ岡谷クラブの皆様には、温かいご支援ご協力いただきました事に厚く

御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

小口泰史 ＩＭ実行委員長 

 本当に一年間お世話になりました。できれば懇親会までできる形のＩＭを実行しようと思

い、皆様方にはクラブフォーラムの時間をいただき詰めてまいりましたが、 

最終的には、オンラインにより実行することができましたことに御礼申し上げます。事業報

告書につきましては、一度は見なくてはいけないＤＶＤを皆様にお渡ししてありますので、

是非ご覧になっていただき２時間４０分の楽しい時間をお過ごしください。一年間どうもあり

がとうございました。 

～事業報告の詳細は、後日配布のクラブ計画書をご覧ください～ 

 



 
小口 隆 幹事退任挨拶 

 第６１期中村年度の幹事を１年間務めさせて頂きました。 

会員皆様のご理解ご協力のお陰で無事任期を全うすることが出来ましたこ

と、心より感謝申し上げます。 

岡谷エコーロータリークラブからの移籍を暖かく迎え入れて頂きまして５年、

ロータリー歴だけは１５年目をむかえる遅咲きの幹事ですが、中村会長はじ

め、各委員長の皆様、そして事務局伊藤さんに本当に助けて頂き、無事１年を終えること

が出来ました。 

コロナに始まり、コロナに終わった１年。例会の開催、各事業の開催においても都度会

長、また委員長の皆様と検討させて頂くような１年でありました。例会の休会、事業の中止

など、特別なことでは無く、ごく普通のことが普通に出来ないもどかしさを強く感じた１年で

もありました。 

そのような中でも昨年１１月に無事行われました中村年度より新しく始まったイルフ童画

館へのロータリー財団補助金事業の寄贈式。またガバー補佐輩出によりＩＭの開催がオン

ラインにより行われましたが、初めての経験に関わらず実行委員長始め会員の皆様のお

力により無事に開催出来たこと、そして無事成功に終わったこと大変感動致しました。 

会員の皆様の安全を第一に短縮例会や、お弁当のお持ち帰りなど、ご不便なこと、ご不

安な部分も多々あったと思いますが、そんな中でもご出席頂きました会員の皆様のご理解

とご協力そして友情に本当に感謝申し上げます。 

１日も早く平常のロータリー活動が出来ることを願って幹事退任の挨拶とさせて頂きます。

１年間本当にありがとうございました。 

 

中村文明 会長退任挨拶 

 退任に当たりご挨拶申し上げます。 

皆様には１年間本当にお世話になりました。 

思い起こせば一年前、創立６０周年を迎えた伝統ある岡谷RCの会長職

を務める事が出来るのか心配しながら不安な気持ちでスタートしました、し

かしながらなんとか任期を終了する事が出来ました、これも会員皆様のご

支援ご協力の賜物と、心よりお礼申し上げます。 

 特に、幹事未経験の私を快く理解していただき、支えて頂きました小口幹事事務局の伊

藤さんには感謝申し上げます。 

本年度は、２０１９年末からの新型コロナウイルス感染症蔓延により、例年の事業と新規

事業等の殆どが、会員一般参加者の安全確保の為に縮小延期中止などの計画変更を強

いられました。 

その為、各委員会との安全対策等の打ち合わせを頻繁に行いました。 

その結果として、クラブ内から感染者発生が無かった事は有難かったとメンバーの皆様に

感謝しております。 

 又、今年は矢島進諏訪グループガバナー補佐輩出クラブとして、ガバナー補佐事務局

(林裕彦幹事長)IM実行委員会(小口泰史実行委員長)のもと、ガバナー補佐事務局・IMホ

ストクラブとして、新型コロナウイルス感染症対策を施しての大変困難な運営となりました。 

そして、3月６日に開催しました諏訪グループの IMは、今年のロータリー地区補助金とマッ

チした「武井武夫・イルフ動画館」をテーマに頂いた事も大変有意義に思いました。 

 



 
新方式のリモート開催と別会場例会等ホストとしてかなり厳しいスケジュールをこなしてい

ただきましたが、会員の皆様方にご協力頂き無事実施出来ました事に感謝申し上げます。 

 こうして皆様のご支援のおかげで今ここに会長という大役を終わる事が出来ました。心か

ら皆様の友情に感謝申し上げます。次期役員の皆様のご活躍と、会員ご家族の皆様のご

健勝を心より祈念申し上げて、お礼と退任の挨拶にとさせて頂きます。一年間本当にあり

がとうございました。 

  

矢島進（諏訪グループガバナー補佐） ガバナー補佐として、役員の皆様はじめ岡谷ＲＣの皆様

に大変お世話になりました。詳細は事業報告でお伝えします。 

林 裕彦・中嶋孝一・林 尚孝・太田博久（矢島進ガバナー補佐事務局） 

小口泰史（ＩＭ実行委員長） コロナ禍もあり、試行錯誤の一年でしたがお陰様で無事に一年を終

えられそうです。ありがとうございました。 

中村文明（会長） 会長職を一年間務めさせて頂きました。ご協力誠にありがとうございました。 

小口 隆（幹事） 一年間無事に終わることができました。どうもありがとうございました。 

山岸邦太郎（会長エレクト） 一年間ラッキーナンバーの抽選のご協力ありがとうございました。 

笠原新太郎・瀬戸雅三（副幹事） 一年間ありがとうございました。 

梅垣和彦・片桐伸介（会計） 一年間お世話になりました。ご協力ありがとうございました。 

林 尚孝（副会長）小口裕司・尾関秀雄・大橋正明（会員増強・家族委員会） 一年間ご協力ありが

とうございました。 

髙木克彦（副会長）今井康善・林 裕彦・小宮山英利・濵 透（プログラム委員会） 急な依頼、変更

等にも快く対応していただき、一年間ありがとうございました。 

林広一郎・小口泰史（職業分類・会員選考委員会） 一年間お世話になりました。 

杉村邦彦・宮澤由己・矢島 進（Ｒ情報委員会） 一年間活動にご協力頂きありがとうございます 

山岡俊幸・小口国之・中畑隆一（出席委員会） ３人で無事一年間終える事ができました。出席率

も良くご協力ありがとうございました。 

小林大介・上條英雄・大滝祐吉・片倉克昭・小口智之・矢島雄一（親睦委員会） 一年間、様々な

事業に参加いただきましてありがとうございました。 

宮坂晃介・高木昭好（Ｒ財団委員会） 一年間ご理解ご協力をいただきありがとうございました。 

山崎典夫・宮坂宥洪（米山記念奨学委員会） 一年間お世話になりました。 

吉村栄二・矢島 貴・牛山幸一（職業奉仕・保健委員会） 一年間お世話になりました。 

矢島 実・濵 毅・平沢清文（社会奉仕委員会） 一年間お世話になりました。 

守屋麻里・江黒寛文・宮坂 伸（国際奉仕・奨学事業委員会） 一年間ありがとうございました。 

佐伯克己・竹村一幸（青少年奉仕委員会） 一年間ありがとうございました。 

中嶋孝一・北澤洋之介・濵 俊弘（会場監督ＳＡＡ委員会） コロナ禍の影響で予定の変更が多く

皆様にはご迷惑をおかけしましたが、お陰様で終了する事ができました。ありがとうございました。 

薩摩 建・太田博久・小口国之（ニコニコボックス委員会） 本年度は例会数減少にも関わらず皆

様のご協力のお陰で目標金額を達成できました。一年間のご協力、誠にありがとうございました。 

 

会員数５０名、出席者４１名、 

出席率８２.０ ％ 

ニコニコボックス 
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