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２００９．６．２０（Sat） 

ホテルレオパレス札幌 

 

ホスト 赤平ローターアクトクラブ 

提 唱  赤平ロータリークラブ 

協力  札幌幌南ローターアクトクラブ 

    



 

 

登録・受付  １４：００～  

開会式  １４：３０～ 

  点鐘   国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表   布施 年啓 

  開会の辞          

国際ロータリー第２５１０地区地区大会実行委員長 藤原 茂樹 

  国歌・ローターアクトソング斉唱 

  ご来賓・参加クラブ紹介    

国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表    布施 年啓 

  実行委員長挨拶     

国際ロータリー第２５１０地区地区大会実行委員長 藤原 茂樹 

  地区代表挨拶      

  国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表   布施 年啓 

  提唱ロータリークラブ会長挨拶   

赤平ロータリークラブ会長                若林 弘基 様 

  ご来賓挨拶    

    国際ロータリー第２５１０地区ガバナー補佐      羽芝 涼一 様 

  祝電披露             

活動報告      

   国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト地区広報  齋藤 麻紀 

                               滝澤 祐子 

 



記念事業  １５：３０～   Ｈｅａｒｔ for ｙｏｕ～心のバリアフリー～ 

表彰式・卒業式   １６：００～ 

閉会式  １７：００～ 

  次年度地区代表紹介   

 国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表   布施 年啓 

  次年度役員紹介  

   国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表ノミニー 安藤 由香里 

  次年度地区代表挨拶   

 国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表ノミニー 安藤 由香里 

  講評              

  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 

  閉会の辞  

          国際ロータリー第２５１０地区地区大会実行委員長 藤原 茂樹 

  点鐘    国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト代表   布施 年啓 

  諸事お知らせ 

集合写真撮影 

 

休憩  １７：３０～ 

 

懇親会  １８：００～ 

  乾杯   国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト委員  黒島 一生 様 

  余興         ヨサコイ 「旭川 北の大地」        布施  年啓 

  乾杯   国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト委員   赤山 登 様 



 

 

ご来賓 

国際ロータリー第２５００地区ローターアクト委員長     成瀬 則之 様 

  国際ロータリー第２５１０地区ガバナー補佐           羽芝 涼一 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       赤山    登 様 

  国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト委員       黒島  一生 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 

  赤平ロータリークラブ会長                   若林 弘基 様 

 

 

 

ロータリークラブ 

   千歳ＲＣ           今野 良紀 

   千歳セントラルＲＣ   高塚 信和    井上 英幸 

   函館ＲＣ           岩崎 克典 

   函館東ＲＣ         安保 裕一郎 

   札幌幌南ＲＣ     大作 佳範   佐々木 雅之   北山 誠      

森 正志     中川 信喜   羽部 大仁  

     和田 壬三    伊藤 嘉英   加藤 康夫 

   赤平ＲＣ       石野 茂      村田 武     佐藤 元紀 



   西沢 良知    布施 洋一   和泉 義雄  

            宮川 徹     渡部 芳巳    菊島 好孝 

            松尾 和俊   田中 良一    武藤 哲雄 

             伊藤 和敏   岡田 知治    仙田 哲夫  

   赤川 清介   竹俣 紀孝   高江 智和理  

           宇戸 啓隆   佐藤 節子     藤原 税 

            横岡 潤一   藤永 貞治  

 

ローターアクトクラブ 

 国際ロータリー第２５００地区 

    地区ローターアクト代表          籾山 俊幸（稚内ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト幹事          本間 晋介（網走ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト会計          石崎 誠人（美幌ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト代表ノミニー    三浦 貴義（富良野ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト直前代表      岡崎 早智（帯広ＲＡＣ） 

    第２ブロック代理                木村 有起（斜里ＲＡＣ） 

    帯広ＲＡＣ             永守 祥嗣  野原 哲  高橋 佳奈 

    根室ＲＡＣ                 白川 いずみ  菊池 雄輝 

    稚内ＲＡＣ                     廣冨 友彦 

    斜里ＲＡＣ（ＯＢ）                桜井 純 

 

 

 

 



国際ロータリー第２５１０地区 

    地区ローターアクト代表        布施 年啓（赤平ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト代表補佐      伊藤 明和（赤平ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト幹事      川下 和光（札幌幌南ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト会計       中川 翼（札幌幌南ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト会計        工藤 睦美（赤平ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト広報        滝澤 裕子（千歳ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト広報        齋藤 麻紀（千歳ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト広報        藤林 蕗子（函館ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト直前代表     畑井 福太郎（函館ＲＡＣ） 

    地区ローターアクト代表ノミニー 安藤 由香里（札幌幌南ＲＡＣ） 

    岩見沢ＲＡＣ           加藤 麻彩美  佐々木 豪 

    千歳ＲＡＣ  渡邉 陽介  枝村 達也  福田 美里 

山本 未来  須藤 彩乃  丹野 夏海 

           羽芝 聖子 

    室蘭北ＲＡＣ            有賀 佑樹 

    札幌幌南ＲＡ  三田 宏和   上野 美佳   相馬 孝江 

            西澤 里実   李 文昕    下津谷 圭司 

            高橋 あゆ美  後藤 美由紀  小川 絵美 

            黒井 康史 

    赤平ＲＡＣ   藤原 茂樹   立川 真由美   関戸 祥子 

高橋 めぐみ  吉川 絵美子  佐藤 聖花 



    

 

布施地区代表より点鐘      藤原実行委員長より開会の辞    

 

 

 

 

 

 

 

実行委員長挨拶         地区代表挨拶                          

 

 

 

 

 

 

若林赤平ＲＣ会長よりご挨拶   羽芝ガバナー補佐よりご来賓挨拶 

 



 

    

    

         

 

地区広報より２００８～２００９年度の活動報告。 

 

         

 

地区キャンプ、地区協議会、函館～赤平自転車リレーなど 

 

        

さまざまな活動が報告されました。 

 



    
 

           
 

 

 

心身障害者地域共同作業所“虹の架け橋”と市内保育所園児と一緒に 

花壇を作り、発表しました。 

 

            
 

 



 

 

            
 

              
 

                    
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

高橋あゆ美さん(札幌幌南 RAC)卒業 

 

            

札幌幌南 RAC によるサプライズもありました。 

 

高橋あゆ美さん、6年間お疲れさまでした！！ 

            

 

 



    

    

                                            
    

布施地区代表から安藤ノミニーへ引継ぎ、安藤新地区代表より次年度地区役員

紹介。 

                                            
    

柳 RA委員長からご講評をいただき、藤原実行委員長による閉会宣言。 

    

                                                    
    

布施地区代表による点鐘により、地区大会閉幕。 

 

 

    

    



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地区地区地区地区ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト地区大会地区大会地区大会地区大会をををを終終終終えてえてえてえて    

実行委員長  藤原 茂樹 

 

平成 21 年 6 月 20 日に開催された地区大会にて、ご来賓の方々をはじめ、各地区のロー

タリー、ローターアクトの皆様方におかれましては、数多くのご参加を頂き、この場をお借

りし御礼申し上げます。 

さて、今回の地区大会での記念事業「Heart for you～心のバリアフリー」で、私達が伝

えたかった気持ちを、皆さんの心の中にきちんと表現する事が出来たでしょうか。 

福祉国家としてはまだまだ発展途上のこの日本の中で、私達が活動を通し学んだ事は、頭

で「学ぶ」のではなく、無意識のなかで起こりうる自然体で感じた気持ち・行動などのすべ

てがとても貴重な体験であったと思います。 

そしてもう一つ、この地区大会を計画し、開催に向け活動してきた事が赤平ローターアク

トクラブにとって、とても大きな意味をもたらしました。リーダーシップを発揮し、数々の

知識と経験を蓄えた２人の先輩が来年卒業を迎える中、メンバーの多くは年齢的に若いこれ

からを担う人材であり、知識、経験、自信などの全てにおいてそれぞれが不安に感じていま

した。しかし今回、その若い力が自ら先頭に立ち、そして先輩の言動・行動から多くを吸収

し、自信をつかむことで『人材から人財』へと変貌を遂げた事、これこそが地区大会を通し

て得た貴重な体験であったと思います。 

 これからも、赤平ローターアクトクラブとしての活動・地区の活動のみならず、さまざま

な場所で今回の経験をさらに生かし、躍動していきたいと思います。 

改めて関係各位の皆様方、ご協力ご理解を頂き、誠に有難う御座いました。 

    

    

    

    

    

    



地区大会講評地区大会講評地区大会講評地区大会講評    

2510地区ローターアクト委員会 委員長 柳 孝一 

 

2008-2009年度最後の地区行事「地区大会」が無事終わり、また布施年度がスムーズに終

了できた事に対し、布施代表・地区大会実行委員会のスタッフのローターアクトに感謝をい

たします。 

 

さて、一年の締めの地区大会はどうでしたか？それぞれ、様々な感想があると思います。

私も原稿を書くにあたり、あらためて大会プログラムを見直しました。（大切にとっておい

てよかった） 

ホストの赤平 RACらしい、式典と記念事業だと感心しました。残念だったのは、地区大

会ですから、記念事業は地区全体を巻き込んで欲しかったですね。 

その後花壇はどうなっているのでしょうか。できれば今後の報告をお願いいたします。 

 

私も全く考えていなかった地区委員長、再登板。正直ちゃんと務まるか不安でしたが、布

施代表はじめ地区役員はじめ、ローターアクトの皆さんに協力いただき無事一年間過ごせま

した。 

まだまだ、ローターアクトを取り巻く環境は、いいとは言えませんが、アクターがアクト

の素晴らしさを一番よくわかっていると思います。それを多くの人に伝えることで、その環

境は少しずつ良くなることでしょう。 

「心のバリアフリー」は障害者や高齢者だけではなく、ロータリアンとローターアクター

またローターアクター同士も当てはまるに違いありません。これからもローターアクトの奉

仕の精神を忘れず行動してください。 

 


