
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021‐2022 年度シェカール・メータ RI 会長は「奉仕しよう み

んなの人生を豊かにするために」をテーマに掲げ、人のために生き、

世話をし、奉仕をすることで誰かの人生を豊かにすることは最高の

生き方ですと述べております。 

 また RI第 2600地区桑澤ガバナーは「繋がりを保ち、交流と奉仕を充実させよう」

を地区標語とし、繋がりの強化、奉仕活動の女性会員の増強と役割の重要性、積極

的な広報活動とビジュアルアイデンティティ（見た目の特徴づけ）を活動重点項目

に掲げられています。 

 岡谷ロータリークラブでも、新型コロナウイルス感染症拡大の為、思うように例

会・行事など出来ずに会員間の繋がりも減ってきてしまっております。 

本年度も計画通りに出来るのかわかりませんが、コロナ禍にあっても実施できる行

事を行い、桑澤ガバナーの重点項目の一つである繋がりの強化、その意味でコロナ

禍にあっても例会が行える様にオンライン例会・ハイブリッド例会が行えるように

岡谷ロータリークラブとして検討し、会員同士の繋がりの基本である例会を継続で

きるようにしていきたいと思います。 

また、コロナウイルス感染症の状況が良くなれば会員間の親睦交流事業を積極的に

行いたいと思います。また例年通りの奉仕活動も行い地域社会に貢献していきたい

と思います。 

第 2941 回例会 2021 年（令和 3 年）7 月 6 日(火) 

■ 会長／山岸邦太郎 

■ 副会長／濵 毅・守屋麻里 

■ 幹事／笠原新太郎 

■ Ｒ情報(会報)委員長／小口国之 
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 会員の皆様には一年間お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 

【主要目標】 

１．会員の増強（女性会員も含め）と維持 

２．オンライン例会に向けての準備・実施 

３．ロータリー奉仕デーの開催 

４．ロータリークラブの公共イメージの向上 

５．青少年への理解と協力 

６．ロータリー財団、米山記念奨学会への協力 

７．ロータリーデーの開催 

８．補助金事業の実施 

９．会員相互の理解と親睦 

１０．クラブの戦略計画の立案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日から、岡谷ロータリークラブ第６２期がスタートとなります。 

昨年の今頃は会長エレクトとしてまだ 1 年あると思っていましたが、今この瞬間は、

ついにこの時が来てしまったと言う感じです。私も岡谷ロータリークラブに３２歳

の時に入会させていただき、在籍期間が１８年になりました。会長はまだまだ先の

事だと思っていましたが、在籍期間が長くなってきまして、順番で回ってきてしま

いました。 

 佐藤会長年度後半から中村会長年度は新型コロナウイルス感染症の影響で思うよ

うに例会や行事が出来ずにロータリーアン同士の親睦の場や、奉仕活動が出来ずに

来ています。今年度も様々な予定を組んであるわけですが、おそらく前半は時に例

会・行事の中止や短縮例会などに変わる可能性があるかと思います。引き続きのコ

ロナ禍ではありますが、何とか例会や行事が行えるといいなと思っております。 

 桑澤ガバナーが力を入れている、オンライン・ハイブリッド例会を何回か実施で

きるように、クラブとして検討し、Zoom 等のやり方を再度勉強しながら、進めてい

きたいと考えています。 

会 長 挨 拶 

会長・幹事引継ぎセレモニー 

中村文明直前会長、小口隆直前幹事、一年間大変お疲れ様でした。 

 



 
 １８年と年数は重ねてきていますが、ロータリークラブの事はまだまだ理解不足

で頼りない会長ですので、笠原幹事さん、会員の皆さん、事務局の伊藤さんにはご

迷惑をおかけすることもあると思いますが、ご協力をお願いいたします。 

 本日はクラブフォーラムがあり、会長方針の発表や事業計画等ありますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

＊新会員入会挨拶＊ 

・西澤 賢（にしざわ けん）会員 ５０歳 

・(株)八十二銀行岡谷支店 支店長 

・職業分類：20 金融  細分類：地方銀行 

  

 皆さん、こんにちは。新年度より岡谷ロータリークラブに加入さ

せていただきました西澤賢と申します。私は１８歳まで岡谷で生ま

れ育ち、大学卒業後は１２回転勤しまして、途中４年ほど岡谷で勤務いたしました

がまた戻って来ることができ、岡谷ロータリークラブという歴史あるクラブに入会

させていただき、大変嬉しく光栄に思っております。直前は飯田南ロータリークラ

ブに２年ほど在籍しておりましたので、引続きロータリアンとして皆さんと交流さ

せていただきながらしっかりとロータリー活動をやっていきたいと思っております。

山岸会長、笠原幹事、会員の皆さん、どうぞこれからよろしくお願いいたします。 

 

 次週７月１３日は総会です。６１期決算報告と６２期予算案についてです。 

 新年度委員会構成表をお配りいたしました。 

 ７月のＲレートは１＄＝１１１円です。 

 

＊クラブフォーラム＊   『６２期事業計画Ⅰ』  進行：笠原幹事 

 

中村文明 直前会長 

 一年間お世話になりありがとうございました。今年は山岸会長と笠原幹事をしっかり支え

直前会長を務めたいと思います。よろしくお願いします。 

 

林広一郎 会長エレクト 

 会長エレクトを務めさせていただきます。来年の事を思うと今から気が重くなりますが、し

っかりノウハウを勉強したいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

濵 毅 副会長（会員増強・家族委員長） 

 会員増強委員長ということで、今年度純増 2 名の目標を掲げましたが、過去３年くらいで

１０名ほど新会員が増えましたので今現在当てがないのですが、皆さんにご協力いただい

て目標を達成したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

守屋麻里 副会長（プログラム委員長） 

 主な仕事としてはプログラムの構成になると思いますが、皆さんのご協力をいただきなが

幹 事 報 告 

 



 
ら色んなジャンルの方をお招きして、充実した卓話になるように心掛けたいと思います。ど

うぞ一年間よろしくお願いいたします。 

 

佐伯克己 副幹事 

 ２番目の副幹事ということで、主にお金の担当になると思いますが、他の事も学習しなが

ら会長幹事をサポートして頑張りたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

小口 隆 会計長 

 新会員の西澤賢会員と共に集金に伺いますので、皆さんのご協力をお願いいたします。

一年間よろしくお願いいたします。 

 

林 裕彦 会場監督（SAA）委員長 

 通常例会に百瀬まどか先生のエレクトーン生演奏を取入れて、心和らぐ例会に務めます。

またビジター、ゲストを歓迎して楽しい例会にいたします。オンライン例会のスムーズな進

行に務めたいと思います。特にコロナ禍ですので会長・幹事と連携して運営したいと思い

ます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

上條英雄 職業奉仕委員長 

 例会における四つのテストの唱和と職場訪問を実施いたします。職場訪問は皆さんの会

社にお伺い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。一年間よろしくお

願いいたします。 

 

太田博久 社会奉仕委員長 

 諏訪湖清掃年２回、清掃例会の実施、親睦忘年会での募金による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、ということでコロナ禍ではありますが地域社会へ

の奉仕活動を行いたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

平沢清文 国際奉仕・奨学事業委員長 

 本来であれば埔里ＲＣへの訪問ですとか国際大会に参加したいところですが、コロナの

世界情勢を見ますとなかなか厳しく、よほど改善されないと無理ではないかと思います。ま

た状況を見ながら検討したいと思います。愛のコインは継続して行います。一年間よろしく

お願いいたします。 

 

林 尚孝 青少年奉仕委員長 

 地区補助金事業については、昨年に引き続きイルフ童画館への支援事業を行います。

その他も例年通り、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への協力を行います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

大橋正明 職業分類・会員選考委員長 

 会員増強委員会と連携して、事業の推進に当たりたいと思います。職業分類充填表に

基づき未充填職業を補填していきたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

 



 
小口国之 ロータリー情報委員長 

 ロータリー会員として必要な知識や情報を提供する事で会員の意識高揚に努めコミュニ

ケーションを図りたいと思います。会報の発行、ＨＰの更新、新入会員セミナーを計画して

います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

江黒寛文 出席委員長 

 出席率の報告および記録を行います。優良出席者の表彰と、無断欠席者の撲滅に努め

ます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

矢島 貴 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し、皆様の協力を募りたいと思います。また一部をロー

タリー財団への寄付として活用いたします。一年間ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

大滝祐吉 親睦委員長 

 事業計画として、春と秋にゴルフコンペ、家族忘年会、２クラブ合同例会、６月にバスハイ

クを企画しております。昨年は親睦の活動が中々できず経験が乏しいのですが、皆様のご

協力をいただきなんとか頑張りたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。 

 

宮坂晃介 ロータリー財団委員長 

 ロータリー財団への理解と寄付のご協力をお願いいたします。ニコニコボックスより 10％

相当額の寄付、補助金制度を活用した事業など例年通りに行いたいと思います。３年目に

なりますが一年間よろしくお願いいたします。 

 

小口泰史 米山記念奨学委員長 

 米山記念奨学会の基本理念を多くの会員に理解していただき、積極的なご協力をお願

いいたします。例会時に米山奨学生をお呼びし卓話を依頼いたします。今年度は１０月５

日にお越しいただく予定です。一年間よろしくお願いいたします。 

 

牛山幸一 会則特別・クラブ戦略委員長 

 コロナ収束後のクラブ戦略計画を検討いたします。これからの少子高齢化に伴い、どうや

ってロータリーの会員を維持し増やしていくか、皆様方と考えていきたいと思います。一年

間よろしくお願いいたします。 

 

笠原新太郎 幹事 

 今朝夢を見ました。初日から例会に遅刻しそうになる夢でした。悪夢のような一年ではな

く夢にまで見た幹事職ということで一年間恙なく努めたいと思っております。至らない点が

多々あるかと思いますが、歴代最年少の山岸会長をしっかり支えていきたいと思います。

どうぞ一年間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～ 

 

 

 



 

  

西澤 賢  本日から岡谷ロータリークラブでお世話になります。伝統あるクラブに加入させて

いただく機会に恵まれ光栄に存じます。皆様よろしくお願いいたします。 

山岸邦太郎（会長） 第６２期が始まります。一年間お世話になりますがご協力よろしくお願い

いたします。 

笠原新太郎（幹事） 頼りない幹事ですが精一杯頑張ります。ご指導の程よろしくお願いいた

します。 

林広一郎（会長エレクト）  会長エレクトです。一年間よろしくお願いいたします。 

北澤洋之介・佐伯克己（副幹事）  会長・幹事をサポートできるよう、しっかり頑張りたいと思

います。一年間よろしくお願いいたします。 

竹村一幸・牛山幸一・山岡俊幸・守屋麻里（プログラム委員会）  楽しい時間になるよう企画

を頑張ります。一年間よろしくお願いいたします。 

濵 毅・薩摩 建・杉村邦彦・小林大介（会員増強・家族委員会）  一年間、会員純増２名に

向け、皆様のご協力をお願いいたします。 

小口 隆・西澤 賢（会計）  一年間皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

林 裕彦・小宮山英利・今井康善（会場監督（ＳＡＡ）委員会）  一年間よろしくお願いします。 

上條英雄・尾関秀雄・矢島 実（職業奉仕・保健委員会）  一年間よろしくお願いします。 

太田博久・中嶋孝一・宮坂 伸（社会奉仕委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

林 尚孝・高木昭好（青少年奉仕委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

大橋正明・矢島 進（職業分類・会員選考委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

小口国之・梅垣和彦・中畑隆一（Ｒ情報委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

江黒寛文・小林大介・山崎典夫（出席委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

大滝祐吉・瀬戸雅三・小口裕司・片倉克昭・小口智之・矢島雄一（親睦委員会）  会長方針

の下、会員、ご家族、他クラブとの交流を図り、会員が強い絆で結ばれるよう懇親会、ゴルフ等

を通じて親睦活動を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

宮坂晃介・宮坂宥洪（Ｒ財団委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

小口泰史・濵 俊弘（米山記念奨学委員会）  一年間お世話になります。 

牛山幸一（会則特別・クラブ戦略委員会）  一年間よろしくお願いいたします。 

矢島貴・吉村栄二・宮澤由己（ニコニコボックス委員会）  一年間よろしくお願いします。 

今井康善・牛山幸一・梅垣和彦・江黒寛文・太田博久・大滝祐吉・大橋正明・小口国之・

小口 隆・小口智之・小口泰史・小口裕司・尾関秀雄・笠原新太郎・片倉克昭・上條英雄・

北澤洋之介・小林大介・小宮山英利・佐伯克己・薩摩 建・杉村邦彦・瀬戸雅三・高木昭

好・竹村一幸・中嶋孝一・中畑隆一・中村文明・西澤 賢・濵 毅・濵 俊弘・林広一郎・林 

尚孝・林 裕彦・宮坂晃介・宮坂 伸・宮坂宥洪・宮澤由己・守屋麻里・矢島 進・矢島 貴・

矢島 実・矢島雄一・山岡俊幸・山岸邦太郎・山崎典夫・吉村栄二  新年度のスタートで

す。一年間よろしくお願いいたします。 

 

会員数４９名、出席者４１名、 

出席率８５.７１ ％ 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 
2021-2022 年度ＲＩテーマ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 
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