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・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム・・・・    

6666 月月月月 26262626 日日日日〔〔〔〔土土土土〕〕〕〕    

14141414：：：：30303030～～～～開会式開会式開会式開会式    

点 鐘 国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表  安藤由香里 

開会の辞             第 37 回地区大会実行委員長           中島 陽子 

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  安藤由香里 

実行委員長挨拶         第 37 回地区大会実行委員長           中島 陽子 

地区ローターアクト代表挨拶   国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表  安藤由香里 

提唱ロータリークラブ会長挨拶  札幌幌南ロータリークラブ会長         羽部 大仁様 

ご来賓挨拶           国際ロータリー第 2510 地区代表幹事      神部 洋史様 

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広報  工藤 睦美 

                                        関戸 祥子 

 

15151515：：：：15151515～～～～基調講演基調講演基調講演基調講演    〔〔〔〔ロータリーロータリーロータリーロータリーとととと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とととと私私私私〕〕〕〕    

                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 

15151515：：：：45454545～～～～表彰式表彰式表彰式表彰式・・・・卒業式卒業式卒業式卒業式    

16161616：：：：45454545～～～～閉会式閉会式閉会式閉会式    

大会決議案            国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表 安藤由香里 

次年度地区ローターアクト代表紹介 国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表 安藤由香里     

次年度地区ローターアクト役員紹介 国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表ノミニー 滝澤祐子 

次年度地区ローターアクト代表挨拶 国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表ノミニー 滝澤祐子 

講評             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 

閉会の辞           第 37 回地区大会実行委員長          中島 陽子 

点 鐘            国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表 安藤由香里 

諸事お知らせ 

 

17171717：：：：30303030～～～～懇親会懇親会懇親会懇親会    

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 

余 興 

乾 杯           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 

 

 

 

 

 



ごごごご来賓来賓来賓来賓    

      国際ロータリー第 2510 地区 代表幹事         神部 洋史  

      国際ロータリー第 2510 地区 ローターアクト委員    矢戸 高尚    

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

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

      札幌幌南ロータリークラブ 会長           羽部 大仁  

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    

[千歳ロータリークラブ]      岩崎 暉久，川端 清，今野 良紀 

[千歳セントラルロータリークラブ] 坂井 治，佐々木 俊哉   

[恵庭ロータリークラブ]      村本 満男，水野 凡，斉藤 茂生，野口 宗英 

[函館東ロータリークラブ]     五十嵐 稔，石畑 弘樹 

[札幌幌南ロータリークラブ]  有田 均，伊藤 嘉英，海野 英爾，大作 佳範， 

奥村 建夫，加藤 康夫，鎌田 英宏，北川 好和 

熊坂 峻，小林 司，近藤 和雄，近藤 浩， 

佐々木 雅之，新道 喜信，関 峯吉，田澤 泰明 

戸井 敏夫，中川 勝之，中川 信喜，針谷 毅 

               深貝 亨，前田 恒夫，舛田 雅彦，松根 史男， 

三国 伸樹，森 正志，和田  

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    

・国際ロータリー第 2500 地区・ 

       国際ロータリー第 2500 地区ローターアクト代表     三浦 貴義 

       国際ロータリー第 2500 地区ローターアクト代表ノミニー  永森 祥 

[稚内ローターアクトクラブ] 江川 和也，奥瀬 優佳，江川 あさき，福原 英二， 

廣富 友彦，柴野 大一，佐藤 恵美子，西村 英樹 

[名寄ローターアクトクラブ] 内山 美香，東木 おりえ 

[帯広ローターアクトクラブ] 岡崎 早智，長内 賢浩 

[ＯＢ／ＯＧ]        上窪 大二郎，桜井 純，長濱 弥生，森 瑞恵 

 

・国際ロータリー第 2510 地区・ 

             地区ローターアクト代表    安藤 由香里 

             地区ローターアクト代表補佐  齋藤 麻紀 

             地区ローターアクト幹事    三田 宏和 

             地区ローターアクト会計    相馬 孝江 

             地区ローターアクト広報    工藤 睦美・関戸 祥子 

             地区ローターアクト直前代表   布施 年啓 

             地区ローターアクト代表ノミニー 滝澤 祐子 

 

[函館大学ローターアクトクラブ] 澤田 拓也，安島 綾，片渕 貴裕，加地 悠平 

                竹田 香里，堀 加奈枝，横山 誉行 

[赤平ローターアクトクラブ] 伊藤 明和，斉藤 鮎美，佐藤 聖花，高橋 めぐみ 

              武田 洋平，立川 真由美，三浦 佐知子，山下 彩夏 

              吉川 絵美子 



 

[室蘭北ローターアクトクラブ] 有賀 佑樹，館山 逸朗 

[千歳ローターアクトクラブ]  須藤 彩乃，丹野 夏海，仲山 未来，西村 英晃 

               羽芝 聖子，吉岡 毅 

[札幌幌南ローターアクトクラブ] 上野 美佳，小川 絵美，奥村 昌代，川内 敏稔 

                川下 和光，黒川 一幸，後藤 康友，佐藤 友里 

                中川 翼，中島 陽子，守田 潤平，李ブンシン 

                             (※順不同・敬称略) 

 《開会式》 

安藤代表の点鐘に始まり、中島実行委員長の開会宣言。 
中島実行委員長の挨拶、安藤代表の地区代表挨拶に続き、 

今回の地区大会、提唱ロータリークラブであります、札幌幌南ロータリークラブ羽部会長ご挨拶

来賓の代表幹事の神部様より、ご挨拶を頂きました。 

  

 

《活動報告》 

地区広報の赤平ローターアクトクラブ関戸祥子・工藤睦美より、地区協議会・地区キャンプ 

自転車リレーなど、今年度行った行事について報告がありました。 

《基調講演》 

「ロータリーとローターアクトと私」というテーマで、ローターアクト委員長であります、 

柳孝一様より、基調講演をいただきました。 

 

 

 



《表彰式・卒業式》 

卒業生 

・伊藤明和さん〔赤平ＲＡＣ〕 ・布施年啓さん[赤平ＲＡＣ]  

・川下和光さん[札幌幌南ＲＡＣ]・館山逸朗さん[室蘭北ＲＡＣ] 

  

 

 

 

 

 

 

最優秀クラブ賞〔赤平ＲＡＣ〕  

会員増強賞〔赤平ＲＡＣ〕   ベスト企画賞〔千歳ＲＡＣ〕   エコキャップ賞〔赤平ＲＡＣ〕  

  

  

  

 

  優秀個人賞〔男性〕           優秀個人賞〔女性〕               最優秀個人賞 

布施 年啓〔赤平ＲＡＣ〕         滝澤 祐子〔千歳ＲＡＣ〕         安藤 由香里〔札幌幌南ＲＡＣ〕 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



《《《《閉会式閉会式閉会式閉会式》》》》 

安藤地区代表から滝澤ノミニーへの引継ぎ、滝澤新地区代表より次年度地区役員の紹

介がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、ローターアクト委員の蝦名様より講評をいただき、安藤地区代表の点鐘で 

終了となりました。 

 

 

 

 

 

『地区大会を終えて』 

 

国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト第３７回地区大会 

実行委員長 中島 陽子 

 

 ２０１０年６月２６日(土)ルネッサンスホテルにて、国際ロータリー第２５１０地区ローターアクト第３７

回地区大会が行われました。 

 早めに準備を始めたつもりが、気がづけばもうすぐ地区大会本番！という時期になっていました。睡眠時間

を削っての準備は本当に大変でしたが、一緒に頑張っている仲間がいたから乗り越える事が出来たのだと思い

ます。 

 私個人的には今回初めて実行委員長という大役を任されましたが、実際何をどうしていいか全くと言ってい

いほどわかりませんでした。何も分からないまま、アクト歴の長いメンバーに頼りっぱなしで準備期間は過ぎ

ていきました。ですが何も分からないからこそ、今後の活動に繋げるために、このような機会を与えてもらえ

たのかなとも思います。 

  

最後になりましたが、ロータリークラブの皆様のご支援を得て、無事に終えられた事をとても嬉しく思うと

ともに、とても感謝しております。ありがとうございました。 

 今後もクラブ内だけでなく地区全体一つになって活動していきたいと思いますので、ご支援・ご指導よろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

地区大会講評 

地区ローターアクト委員長 柳 孝一 

 

安藤地区代表、地区役員、クラブ会長・幹事、そしてクラブのアクトの皆さん、一年間ご苦労様でした。

そしてありがとうございました。 

今年度は「E～CO＋」を地区ターゲットに一年間を通し、ペットボトルのキャップを集める活動をクラ

ブの垣根を越え、地区全体で一つの活動をした一年で、その成果を発表できたのは、素晴らしい内容で

した。 

私も地区委員長最後の年ということで時間を頂き、とりとめのないお話をさせて頂きました。内容はま

とまりが無く、たどたどしかったと反省をしています。 

アンケートの内容と簡単な私の答えは次の通りです。 

●地区委員長をして良かったこと （6人） 

 多くのアクトと知り合えたこと 

 成長をみられたこと 1 年間たつと全然違う 

 海外研修で行けないところに行けた 

 アクトに大事にしてもらったこと 

●地区委員長として大変だったこと （4名） 

 講評等の原稿書き   

たどたどしい挨拶 

 土日がなくなり、ゴルフに行けなくなる 

●アクトに対して望むこと（3名） 

 とにかくアクトを楽しんでもらいたい。例会や奉仕活動も 

 でもやるのなら、積極的に取り組んでいただきたい 

 アクトを周りの人たちにアピールしてもらい 

など、答えさせて頂きました。 

卒業式や安藤地区代表に対するサプライズ等、演出的にも工夫と相当の準備をしたことを感じました。

地区大会に向けホストクラブが一丸となって準備を進めてきた結果が見事に現れたと思います。この準

備にあてた時間と会を運営した経験は何も代えられません。ローターアクト活動の特徴の一つかも知れ

ません。今後この経験が役立つ事は皆さんの財産になることでしょう。 

最後に RIはアクトの事をこう言っています。 

「ローターアクトは、18 歳から 30 歳までの青年男女のための、ロータリーが提唱する奉仕クラブです。

ローターアクトクラブは通常、地域社会または大学を基盤としており、地元のロータリークラブが提唱

しています。ローターアクトクラブは、提唱ロータリークラブの真の「奉仕のパートナー」であり、ロ

ータリー家族の重要な一員です。」 

通算 5年間私を支えてくれて感謝します。 

 


