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17171717：：：：00000000～～～～記念式典記念式典記念式典記念式典    

点 鐘            函館大学ローターアクトクラブ会長  澤田 拓也 

開式の辞           創立 40 周年実行委員長        近藤 佑美 

国歌・ローターアクトソング斉唱     

ご来賓・参加クラブ紹介    函館大学ローターアクトクラブ幹事  池田 佑三 

式 辞            函館大学ローターアクトクラブ会長  澤田 拓也 

歓迎の言葉          函館東ロータリークラブ会長     渡辺 友子 

来賓祝辞           国際ロータリー第 2510 地区ガバナー・エレクト 熊澤 隆樹様 

来賓祝辞           学校法人 野又学園 函館大学学長  溝田 春夫様 

祝電披露 

感謝状の贈呈 

記念事業報告 

お礼の言葉          函館大学ローターアクトクラブ顧問  永盛 恒男 

閉会の辞           創立 40 周年実行委員長        近藤 佑美 

点 鐘            函館大学ローターアクトクラブ会長  澤田 拓也 

諸事連絡 

 

 

18181818：：：：00000000～～～～祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会    

開 会              

実行委員長挨拶 

提唱クラブ挨拶       函館東ロータリークラブ新世代委員長   國谷 大輔様 

来賓祝辞          国際ロータリー第 2510 地区新世代委員長  柳 孝一様 

祝 杯           国際ロータリー第 2510 地区ローターアクト代表 滝澤 祐子 

祝 宴            

余 興           函館大学ジャズ研究部 

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

閉 会     

諸事連絡 

 

 

 

 

 



ごごごご来賓来賓来賓来賓    

    国際ロータリー第 2510 地区ガバナー・エレクト          熊澤 隆樹 

    国際ロータリー第 2510 地区第 11 グループガバナー補佐       森元 浩 

    国際ロータリー第 2510 地区新世代委員会委員長          柳 孝一 

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

    札幌テレビ放送株式会社 函館放送局局長             春日 和彦 

    函館新聞本社 代表取締役社長                  小笠原 金哉 

    学校法人 野又学園 函館大学学長                溝田 春夫 

    学校法人 野又学園 常務理事                  野又 淳司 

    学校法人 野又学園 函館大学事務局長              黒澤 幹生 

    札幌幌南ローターアクトクラブ OB                 畑井 福太郎 

    学校法人 野又学園 函館大学 学友会 事務局次長        小田島 貴俊 

    学校法人 野又学園 函館大学 学友会 クラブ支援担当次長    安田 亮 

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    

[札幌幌南ロータリークラブ]   川下 和光 

[七飯ロータリークラブ]     山内 一男 

[函館亀田ロータリークラブ]   玉井 清治 

[函館北ロータリークラブ]    増山 正 

[函館五稜郭ロータリークラブ]  上加 淳悦 

[北斗ロータリークラブ]     佐藤 竜也 

[函館東ロータリークラブ]  明本 修一，安保 裕一郎，古川 博章，古田 清一，花田 雅人  

              原 隆俊，林 完治，堀 英二，五十嵐 正，池垣 清信， 

池垣 信一，今井 義憲，石畑 和亮，石畑 弘樹，國谷 大輔， 

小林 眞樹， 黒島 一生，松山 茂，宮崎 あけみ，宮崎 裕之，

宮崎 徳三郎，西 公宏，小野 孝良，佐々木 真一，佐藤 美子，

佐藤 雄喜，新保 栄子，菅原 憲夫，杉谷 保子，田中 賢司，

田中 治，時田 茂，戸嶋 浩，梅津 真平，渡辺 正道， 

渡辺 友子，矢島 千穂，山谷 譲治，安田 信弥，吉田 恵美子，

吉田 昇，吉川 達也，吉村 昭二  

 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 2510 地区・ 

           地区ローターアクト代表       滝澤 祐子 

           地区ローターアクト幹事       齋藤 麻紀 

           地区ローターアクト代表補佐     竹田 香里 

           地区ローターアクト直前代表     安藤 由香里 

           地区ローターアクト代表ノミニー   工藤 睦美 

 



[札幌幌南ローターアクトクラブ] 三田 宏和，中島 陽子 

[赤平ローターアクトクラブ]   関戸 祥子，高橋 めぐみ 

[函館大学ローターアクトクラブ] 顧問・・永盛 恒男，木村 仁 

                澤田 拓也，池田 佑三，加地 悠平，横山 誉幸 

                森川 匠，片淵 貴裕，児玉 由香，坂本 翼 

                佐藤 佳穂，佐藤 健太，西田 大樹，安島 綾 

                堀 加奈枝，松岡 敬介，近藤 佑美，木村 文香 

                ウォルコム・サミュエル・フランシス 

 

《《《《記念式典記念式典記念式典記念式典》》》》    

函館大学 RAC 澤田会長の点鐘に始まり、近藤実行委員長の開式の辞。 

ご来賓・参加クラブ紹介に続き、澤田会長の式辞がありました。 

                              

 

 

今回の函館大学創立 40 周年記念式典、提唱ロータリークラブであります、函館東ロータリークラ

ブ渡辺会長より歓迎の言葉。来賓のガバナー・エレクト熊澤様、函館大学学長の溝田様より、ご挨

拶をいただきました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



その後、祝電披露・感謝状の贈呈と続き、今回の周年の記念事業報告がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

函館大学 RAC 顧問であります、永盛様よりお礼の言葉、近藤実行委員長の閉式の辞。 

函館大学 RAC 澤田会長の点鐘で終了となりました。 

  

 

《《《《祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会》》》》    

提唱クラブであります、函館東ロータリークラブ新世代委員長の國谷様よりご挨拶、 

第 2510 地区新世代委員長の柳様より祝辞をいただきました。 

    

                      

 

 

 

 



滝澤地区代表の祝杯。             祝賀会の様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館大学ジャズ研究部による余興がありました。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローターアクト委員長の蝦名様の乾杯で、閉会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

創立 40 周年記念式典を終えて 

 

                 函館大学ローターアクトクラブ 

                 40 周年記念式典 実行委員長 近藤 佑美 

 

先日は多くののロータリアン、ローターアクターの皆様方に出席いただき、お陰様で盛

大に当クラブの創立４０周年を祝うことができました。ありがとうございました。 

また、提唱クラブである東ロータークラブの皆様方のお力添えがあったからこそ４０周年

式典を無事に行うことができたのだと思っております。兼ねて御礼申し上げます。 

 また、この記念式典・祝賀会を準備し開催する過程の中で、私たちローターアクトのメ

ンバーは、ローターアクトクラブに在籍していなければできなかったであろうさまざまな

社会勉強をさせていただきましたし、大変貴重な経験もさせていただきました。この経験

をこれからの活動や、本年函館で開催される北海道交流会で生かしていきたいと思ってお

ります。 

 

 

 

 


