
 

 

  

 

 

 

 

【ハイブリッド例会】Zoom によるリモート例会 配信会場：クラブ事務局 

 

 皆さん、こんにちは、令和 4 年も早いもので 2 ヶ月が終わり本日から 3 月になりました。 

コロナウイルス感染症拡大により今年に入り、例会を何回か中止にしたこともあり、本日の

例会で本年 4 回目の例会となります。なんだか例会が少ない分、月日が経つのがより早く

感じていますが、早くリアル例会出来るようなる事を祈るばかりです。 

 2 月はロータリークラブの「平和と紛争予防／紛争解決月間」という事になっていましたが、

現在連日報道されています、ロシアによるウクライナへの侵攻があり多くの民間人も犠牲に

なっている紛争が起こっています。ロシア軍がウクライナにてミサイル攻撃や空爆をし、ウク

ライナ領土への侵入していることは本当に許しがたい事だと思います。 

現在、ロシア、ウクライナ両国で解決に向けての協議が行われていますが、1 日でも早く平

和的解決をして、恐怖におびえているウクライナの人々が安心できるようにしてもらいたい

と思います。 

 また、皆さんへはメールで連絡してありますが 3 月 15 日に予定していました、エコークラ

ブとの 2 クラブ合同夜間例会は、蔓延防止等重点措置が 3 月 6 日までで終わりますが、大

幅には感染者数が減少するとも限りませんので、エコークラブの会長とも相談して、大勢集

まっての会は安全を見て止めましょうとのことになり、残念ではありますが中止とさせていた

だきましたので、 

ご理解をお願いいたします。 

本日はクラブフォーラムで次年度の委員構成の発表がりますので慎重審議をよろしくお願

いいたします。 

 

・次週８日は年間計画による指定休会です。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

第 2959 回例会 2022 年（令和 4 年）3 月 1 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 

■ 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.2937 

点 鐘：山岸邦太郎          司 会：小宮山英利  

斉 唱：なし      

皆 勤 祝：高木昭好 38 年・宮坂 伸 32 年・小宮山英利 3 年 

結 婚 祝：尾関秀雄・宮澤由己・山岸邦太郎・吉村栄二・大滝祐吉・小口智之 

※お祝いは読み上げのみ 



 

 

・次回は３月２２日、地域おこし協力隊、佐々木様、橋口様による卓話です。 

・３月の R レートは、1＄＝116 円です。 

＊クラブフォーラム・総会＊  議長：山岸邦太郎会長 司会：笠原新太郎事 

・林広一郎会長エレクトより、2022-2023 年度（第６３期）委員会構成表の提案が

され承認されました。 

 

※ニコニコボックスなし。 

出席報告は後日。 

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 

SERVE TO CHANGE LIVES 

　

 (ｸﾗﾌﾞ組織強化) 【職業分類

　　・会員選考】

〇　宮澤由己

【Ｒ情報】

△　太田博久

　　江黒寛文

　　矢島　進※　

【出席】

〇　髙木克彦

　　林　裕彦 △　上條英雄

    中村文明 　　片倉克昭

　　山岸邦太郎
　　林広一郎 【ニコボックス】

　　梅垣和彦

△　大滝祐吉

　　太田博久

　　小口　隆 〇　小林大介

　　笠原新太郎 △　小口国之 【親睦】

　　北澤洋之介 　　守屋麻里 〇　杉村邦彦

　　瀬戸雅三 △　小口　隆

　　小口智之

　　矢島雄一

　　小口　功

　　江黒寛文※

△　林　尚孝 　　矢島　貴※

　　竹村一幸 　　片倉克昭※

　　西澤　賢※

【Ｒ財団】

△　濵　俊弘

△　宮坂宥洪

【米山記念】

〇　今井康善

△　小口泰史

伊藤智恵子

【青少年奉仕】

〇　中島孝一
事務局 ○　山岡俊幸

中島孝一

★国際奉仕 【国際奉仕･奨学事業】

林　裕彦 〇　林　裕彦

★青少年奉仕

★ｸﾗﾌﾞ奉仕 ○　小宮山英利

宮坂晃介 　　林　尚孝

【社会奉仕】 　　中畑隆一

★職業奉仕

矢島　実

★社会奉仕

小林大介

　　濵　　透（S）

クラブ戦略】

◎会計 〇　矢島　進

笠原新太郎 特別委員　宮坂宥洪 【職業奉仕・保健】

薩摩　建 【会則特別・

〇　矢島　実

◎会場監督(SAA) △　矢島　貴

山崎典夫 　　宮坂　伸　

【クラブ奉仕】

☆副幹事  (ｸﾗﾌﾞ管理運営)

瀬戸雅三 〇　宮坂晃介

北澤洋之介 　　牛山幸一 (副会長) 【プログラム】

◎副会長 (会報・雑誌・広報)

小口裕司 〇　吉村栄二　

宮坂晃介 【会場監督(SAA)】 △　佐伯克己

〇　山崎典夫 　　大橋正明

◎幹事 △　濵　　毅

〇　笠原新太郎

◎会長ｴﾚｸﾄ △　西澤　賢 △　高木昭好

梅垣和彦

【会員組織強化】

◎直前会長

山岸邦太郎 【会計】 〇　小口裕司 

◎会長 　　平沢清文

林広一郎 (副会長) 　　尾関秀雄

２０２２～２０２３年度(第６３期)委員会構成表　

【理事会】
名誉会員 【会員増強・家族】

　　今井　竜五 △　中村文明

◎ 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)

地区諮問委員会 委員 宮坂 宥洪

規定審議会検討委員会 委員長 宮坂 宥洪

危機管理委員会 委員 宮坂 宥洪

規定審議会 代表議員 宮坂 宥洪

日韓親善委員会 地区委員 宮坂 宥洪

ポールハリスソサエティー・コーディネーター 宮坂 宥洪

ロータリー財団委員会 委員長 宮坂 宥洪

地区会計監事 瀬戸 雅三

米山記念奨学委員会 寄付推進委員 小口 裕司

Ｒ財団委員会資金推進小委員 副委員長 山岡 俊幸

デジタル化推進委員会 委員 佐伯 克己


