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２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））    

場所場所場所場所：：：：ホテルサンプラザホテルサンプラザホテルサンプラザホテルサンプラザ    

提唱提唱提唱提唱クラブクラブクラブクラブ：：：：岩見沢岩見沢岩見沢岩見沢ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    



プログラムプログラムプログラムプログラム    

★ 第２６８１回 岩見沢ロータリークラブ例会 ★ 

１６：１５  点鐘  

       ロータリーソング斉唱 

       会長報告 

       幹事報告 

       ニコニコ BOX披露 

       出席報告 

１６：３０  点鐘 

 

★ 創立４０周年記念式典 ★ 

１５：００～ 受付・登録                       司会：加藤 麻彩美 

１６：３０  点鐘              岩見沢ローターアクトクラブ会長 北村 隆行 

       開会の辞          岩見沢 RAC４０周年記念式典実行委員長 桜井 渉 

       国歌・RACソング斉唱 

       来賓・参加クラブ紹介      岩見沢ローターアクトクラブ会長 北村 隆行 

       岩見沢 RAC会長挨拶         岩見沢ローターアクトクラブ会長 北村 隆行 

       岩見沢 RC会長挨拶       岩見沢ロータリークラブ会長  北市 宗三様 

       来賓祝辞            岩見沢市長          渡辺 孝一様 

           国際ロータリー第２５１０地区第３グループガバナー補佐 吉野 顕隆様 

           国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト地区代表  布施 年啓様 

       祝電披露            岩見沢ローターアクトクラブ    中路 健 

       記念事業発表 

       閉会の辞            岩見沢 RAC４０周年式典実行委員長 桜井 渉 

１７：４０  点鐘              岩見沢ローターアクトクラブ会長 北村 隆行 

       諸事・お知らせ        岩見沢ローターアクトクラブ幹事 加藤 麻彩美 

 

☆創立４０周年記念式典祝賀会☆ 

１８：００  開会  

       祝杯          国際ロータリー第２５１０地区 RA委員長 柳 孝一様  

       祝宴 創立４０周年を振り返る DVD放映 

       余興 琴の演奏                          綾 糸様 

       閉めの言葉       岩見沢ローターアクトクラブ OB     佐藤 裕様 

２０：００  閉会     

 



参加者ご芳名 

（順不同・敬称略） 

■ ご来賓■ 

岩見沢市長                           渡辺 孝一様 

国際ロータリー第２５１０地区第３グループガバナー補佐      吉野 顕隆様 

国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト委員長        柳 孝一様 

国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト委員         蝦名 大典様 

国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト初代会長       文分 吉定様 

国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト地区代表       布施 年啓様 

社会福祉法人 光が丘学園 施設長                菊地 支郎様 

百餅若衆                            佐藤 実様 

岩見沢東ロータリークラブ会長                  坂口 賢一様 

■ ロータリークラブ～第２５１０地区～■ 

岩見沢東 RC 上野弘美 渡辺劯 田口剛志 稲垣正敏 柴野美智子 

栗沢 RC   川幡直 宮森裕 

岩見沢 RC  西川昇 長谷川暢一 前川英雄 立川一二 牧陽一 高山富雄 森居清 武蔵信一 

       向田甚市 江島俊昭 仁志紘一 佐藤紀征 藤波仁史 得地一久 大屋均 岡本等    

       小坂昭男 小林弘明 荒木英雄 西村芳徳 安藤冨夫 田苅子敬夫 荒岡春雄 

       本間純 五十嵐閣 原保昌 三嶋顕 倉増昭一 嵯峨義輝 宮本慎一 山本公彦 

       仲屋成裕 西尾行夫 青野茂俊 鎌田誠 中塚力 石田豊明 大西敏雄 北市宗三     

       竹内 守 倉増秀昭 勝井裕幸 青木司 佐川修一 早川卓伸 矢部一頼 谷口弘 

       荒木敏博 高谷郁男 松村亮哉 前野達志 山崎康行 竹内友康 石井和行  

       武蔵輝彦 東康浩 山口順市 北澤治雄 木元久嗣 山本辰勇 佐々木啓司 谷勲 

       玉田忠 小熊信一 山根良隆 澤田慎一 兼行四男美 山岡秀一 中路幹雄 

       齋藤誠一 小西昌洋 芥川勝行 近江利啓 齋藤聡 赤山登 高田悟 片山孝寛 

       野村哲資 津久井好雄 寺島善典 藤田亨敦 西方洋昭 臼杵努 菅野聖人 

       賀好守穂 南雲啓至 中村興冶 木村清延 金刺秀明 高橋博昭 

■ ローターアクトクラブ～第２５００地区～■ 

帯広 RAC   岡崎早智 

■ ローターアクトクラブ～第２５１０地区～■ 

赤平 RAC   布施年啓 立川真由美 工藤睦美 吉澤寿美 関戸祥子 

札幌幌南 RAC 川下和光 安藤 由香里 

函館 RAC   畑井福太郎 菊池崇志 

室蘭北 RAC  有賀佑樹 

岩見沢 RAC  北村隆行 森友春 櫻井渉 加藤麻彩美 福島大介 中路健 

岩見沢 RACOB北市雪絵 阿部珠子 佐藤裕 



 

 

 

 

 

 

 

 

↑岩見沢 RAC 北村会長    ↑岩見沢市長 渡辺様     ↑RID2510RAC 布施代表 

（会長挨拶）         （来賓祝辞）         （来賓祝辞） 

  

＜＜＜＜＜＜＜＜記念事業記念事業記念事業記念事業＞＞＞＞＞＞＞＞    

 式典テーマは「笑顔～伝わる心・感じる愛～」 

交流を深めることにより気持ちを言葉で表わさずとも人々の心に伝わり、それを愛だと感じてほしい。

そして、その愛を感じ取った時の最高の笑顔が人としての宝物になる。そんな笑顔を焦らずゆっくり

と少しずつ地域に広めていきたい。 とのことで岩見沢ローターアクトクラブでは社会福祉法人児童

養護施設光が丘学園 光が丘子ども家庭支援センターの子供たちと交流を続けてきました。そして、

今回記念品として、子供たちに手袋と・フォトモザイクアートを寄贈いたしました。そして、最後の

パーツを参加したローターアクトのメンバーが一つずつはり、巨大アートが完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

完成したフォトモザイクアート♪ 

一つ一つ小さな写真で絵を作ってい

ます。写真は岩見沢 RACでの活動写

真等でできています。 



    

    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第２５１０２５１０２５１０２５１０地区地区地区地区    

            岩見沢岩見沢岩見沢岩見沢ローターアクトクラブローターアクトクラブローターアクトクラブローターアクトクラブ    

創立創立創立創立４０４０４０４０周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典    

 

国際ロータリー第 2510 地区 

岩見沢ローターアクトクラブ 

創立 40 周年記念式典 

         主催実行委員長    桜井 渉     

 

 

先日は三連休で多忙の中、また遠方からの多数の出席ありがとう御座います。 

お蔭様にて、岩見沢ローターアクトクラブ創立４０周年の記念式典を、２００８年 

１１月 1日（土）ホテルサンプラザ 2階において開催させていただきました。笑顔～伝

わる心・感じる愛～のテーマのもと、私たち岩見沢ローターアクトクラブとしての活動

と、光が丘学園との交流を発表することが出来きました。 

記念品のフォトモザイクアートの完成に協力していただいたアクター、また、制作に

協力していただいたロータリアンにこの場を借りて感謝申し上げます。 

このフォトモザイクアートと、手袋 28 足の記念品を次回の例会時に光が丘学園に届

ける予定です。 

たくさんの小さな笑顔とともに、私たちの笑顔が４５周年、５０周年といつまでも 

続くことを願ってます。 

本当にありがとうございました。 

 

 


