
    ７７７７・・・・    ８８８８月月月月        活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：                赤平赤平赤平赤平    RACRACRACRAC                    

主な活動 
７月…例会 ２回、その他 ２回 
８月…例会 ２回、その他 ２回 

 

提出日： 平成 22 年 11 月 8 日 
活動名 

① 登山 
② 盲導犬募金 
③ 卒業式 

担当委員会：広報 

    
（（（（日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所））））    
  
① ７月１０日 南暑寒別 
② ７月１８日 赤平 市民祭り『火まつり』会場 
③ ８月 ７日 スナック『さくら』 

（（（（目的目的目的目的））））    
 
① 新年度に入り新会員も増えた為、親睦を深める 
② 盲導犬の育成資金を集める。市民祭りに参加し交流する。 
③ 昨年度卒業した先輩への感謝とお祝い 

（（（（内容内容内容内容））））    
① 南暑寒別での登山 
② 火まつりにて盲導犬育成資金の募金活動、盲導犬モチーフのグッズ販売での資金集め 
③ スナックさくらにてクラブ内での卒業式 

    
（（（（結果結果結果結果、、、、成果成果成果成果））））    
① 新年度に変わり新しくなった体制での初の交流行事でした。札幌幌南 RAC も数名参加していた

だいた為、地区交流もできました。新会員には良い経験になったと思います。 
② 盲導犬協会の方と盲導犬に来ていただき、火まつり会場にてブースを設け募金活動を行いました。 

稚内 RAC の柴野さんがゲストサポーターとして参加してくれました。 
結果１０８，２７７円集まりました。（赤平広報に掲載されました。） 

③ スナックさくらにて自分たちで準備をした手作り卒業式を行いました。先輩方に喜んでいただき

ました。今後も OB として行事等でご協力してもらえるようお願いしました。また今後について

のアドバイスもいただきました。これをいかしていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参加者数 
① ＲＡＣ：  ６名  ＲＣ：  ０名  その他：  １名 
② ＲＡＣ：  ９名  ＲＣ：  ０名  その他：  １名（稚内 RAC） 
③ ＲＡＣ：  １４名  ＲＣ：  ０名  その他：  ２名 

参加者からの 
感想他 

クラブ内、他クラブ、市民祭りへの参加で色々な人たちとの交流を行うことがで

きて良かったです。また盲導犬の育成など日常では関わることのないことも学ぶ

ことが出来ました。この機会に学んだことはクラブにとって大きな一歩になるよ

うにしていきたいです。 

会員増減 先月 男性 ６名、女性 １１名 今月 男性 ５名、女性 １２名 

新会員 
合田 章義 銀行員です。仲良くしてください。 
塩地 恵実 製造業です。赤平 RAC のデザイナーです。 

 
他クラブへの募集、

宣伝等 
 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：    ９６，４１１個 /  累計個数：９６，４１１個  

ワクチン：    １２０人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 
 広報 森 浩一  
 doug-ross94to99@m2.gyao.ne.jp 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９９９９・・・・１０１０１０１０    月月月月        活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：                    赤平赤平赤平赤平 RACRACRACRAC                    

主な活動 
９月…例会  ２回、その他 ３回 

１０月…例会  ２回、その他 ０回 

 

提出日： 平成 22 年 11 月 8 日 
活動名 

① 若葉保育所収穫祭 
② 赤平市身障者スポーツ大会 
③ 虹の架け橋との交流 

担当委員会：広報 

    
（（（（日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所））））    
① ９月 ４日 赤平 若葉保育所  
② ９月 ５日 赤平 虹の里グランド 
③ ９月２６日 赤平 エルム高原 

 
    
（（（（目的目的目的目的））））    
 ① 保育所の子ども達に野菜を育てることによって、食べ物の大切さを学んでもらうため。 
 ② 地域ボランティア活動への参加。 
 ③ 虹の架け橋の皆さんに喜んでいただくため。 
 
（（（（内容内容内容内容））））    
    ① ５月に保育所の子ども達と畑に野菜を植えた。その野菜を収穫し食事会を行った。 
 ② スポーツ大会の手伝い。 
 ③ 食事会（ジンギスカン）。 
 
    
（（（（結果結果結果結果、、、、成果成果成果成果））））    
 ① 子ども達に喜んでもらえた。保育所職員の方のご協力もあり、無事成功させることができた。 
  今回の機会で子ども達に野菜を育てる楽しさを学んでもらえた。 
 ② スポーツ大会にボランティアスタッフとして役立てた。 
 ③ 虹の架け橋の皆さんと楽しく焼き肉をし、交流しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加者数 

①ＲＡＣ：  ５名  ＲＣ：   名  その他：   名 
②ＲＡＣ：  ７名  ＲＣ：   名  その他：   名 
③ＲＡＣ：  ８名  ＲＣ：   名  その他：  １名 
 

参加者からの 
感想他 

私は新入会員なので、虹の架け橋の方との交流は初めてでした。 
虹の架け橋の皆さんは赤平 RAC にとって関わりの深い方々なので、今回参加して

とても良い経験になりました。（交流会参加者） 

会員増減 先月 男性 ５名、女性 １０名 今月 男性 ４名、女性 ９名 

新会員  



 
他クラブへの募集、

宣伝等 
 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：    ８９，５００個 /  累計個数： １８５，９１１個  

ワクチン：    ２３２人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 
 広報 森 浩一  
 doug-ross94to99@m2.gyao.ne.jp 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ７７７７・・・・８８８８月月月月        活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：千歳千歳千歳千歳 RACRACRACRAC                        

主な活動 
７月…例会１回、その他４回 
８月…例会１回、その他１回 

 

提出日：   
活動名 例会・合同移動例会・おんこ際・千歳市民納涼盆踊り 

担当委員会： 

    
７７７７月月月月４４４４日日日日    場所場所場所場所：：：：恵庭恵庭恵庭恵庭サッポロビールサッポロビールサッポロビールサッポロビール庭園庭園庭園庭園    
 恵庭ＲＣさんのお手伝いで恵庭市のサッポロビール庭園にて、出店のお手伝いをしました。午前午後

の交代制で皆で汗を流して販売・調理を頑張りました。例年通り大変混雑していましたが、手際よく協

力し合い頑張りました。 
    
７７７７月月月月８８８８日日日日            第第第第１１１１回定例会回定例会回定例会回定例会    場所場所場所場所：：：：レストランインターレストランインターレストランインターレストランインター「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり提案提案提案提案・・・・承認承認承認承認」」」」    
 今年度初の定例会ということもあり、提唱クラブから１５名もの出席を頂きました。当クラブのメイ

ン行事となる盆踊り出店についての例会を行いました。品目の最終決定、提唱クラブへのお手伝いのお

願いを行いました。 
 
７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日    合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会    場所場所場所場所：：：：キリンビールキリンビールキリンビールキリンビール園園園園        
「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりりチケットチケットチケットチケット販売販売販売販売」」」」千歳千歳千歳千歳ＲＣＲＣＲＣＲＣ    
７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日    合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会    場所場所場所場所：：：：ホテルホテルホテルホテル日航千歳日航千歳日航千歳日航千歳        
「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりりチケットチケットチケットチケット販売販売販売販売」」」」千歳千歳千歳千歳セントラルセントラルセントラルセントラルＲＣＲＣＲＣＲＣ    
７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日    合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会    場所場所場所場所：：：：キャッスルキャッスルキャッスルキャッスル恵庭恵庭恵庭恵庭        
「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりりチケットチケットチケットチケット販売販売販売販売」」」」恵庭恵庭恵庭恵庭ＲＣＲＣＲＣＲＣ    
    千歳市民納涼盆踊りのチケット前売り販売で、各提唱

クラブの例会へ各例会数名に別れできるだけ多くのメン

バーが出席させて頂きました。ここでは少しでも多くの

チケット販売を目指し、精一杯頑張り販売致しました。

皆さんからの温かいご協力もあり無事にチケットを販売

し、チケットの増販も必要となるほどの売れ行きでいい

結果で終える事が出来ました。夜間例会では一緒においしいお酒も飲みながら楽しませて頂きました！

普段のアクトの例会とは雰囲気の違うロータリーさんの例会で会員さんとお話をさせて頂いたりと

色々と勉強になりました。 
 
８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日            第第第第２２２２回定例会回定例会回定例会回定例会・・・・役員会役員会役員会役員会        場所場所場所場所：：：：レスレスレスレストランインタートランインタートランインタートランインター「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり出店準備出店準備出店準備出店準備」」」」 
 盆踊りの出店での役割分担や当日のスケジュール確認等を行いました。今年も多くのロータリークラ

ブのメンバーさんからのお手伝いに来て頂けるという事でしたが、アクトの行事なので出来る限り主力

はアクトで行おうという意気込みで本番に向けて打ち合わせ等を行いました。 
 
８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日            千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊千歳市民納涼盆踊りりりり        場所場所場所場所：：：：千歳市千歳市千歳市千歳市グリーンベルトグリーンベルトグリーンベルトグリーンベルト    
    毎年恒例の千歳市の千歳市民納涼盆踊りに出店しました。昨年の反省を生かしマシュマロから枝豆販

売を品目に加え参加しました。販売品目数は変えず、チケットの販売が好調だったこともあり、販売数

を増やしたことで、利益も昨年より多くなりました。貴重なクラブの運用費として、大切に使っていき

たいと思います。 

参加者数 ＲＡＣ：   名  ＲＣ：   名  その他：   名 

参加者からの 
感想他 

当クラブの恒例事業である千歳市民納涼盆踊り大会ですが、結果的に会員みんな

が納得の出来る結果の行事となりました。 
今年もロータリークラブの会員の方にお手伝いを頂きましたが、できればアクト

の行事であるため、当日はアクトのメンバーで全てをまかなえれば尚いい結果・

達成感の増に繋がったのだとも思いました。 

会員増減 先月 男性６名、女性９名 今月 男性５名、女性７名 



新会員 
高野 睦史さん 
渋谷 希さん 

 
他クラブへの募集、

宣伝等 
 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：      個 /  累計個数：     個  

ワクチン：      人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 

西村 英晃 
TEL/FAX：０１２３－３２－０８７０ 
info_ns9000@yahoo.co.jp 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    9999・・・・10101010 月月月月        活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：千歳千歳千歳千歳 RACRACRACRAC                        

主な活動 
9 月…例会１回、その他３回 
10 月…例会１回、その他２回 

 

提出日：   
活動名 

合同移動例会・例会・千歳 CRC２０周年式典・ 
RC 地区大会・絵本読み聞かせ事業 担当委員会： 

    
９９９９月月月月４４４４日日日日            合同移動例会合同移動例会合同移動例会合同移動例会        千歳神社千歳神社千歳神社千歳神社        「「「「千歳神社祭後清掃千歳神社祭後清掃千歳神社祭後清掃千歳神社祭後清掃」」」」    
 今年度も恒例の清掃活動を行いました。楽しかったお祭りも終わり、静まり返った朝の神社にて行っ

てまいりました。早朝というのは大変ですが、すがすがしい朝の空気とマイナスイオンでリフレッシュ。 
清掃後は千歳 RC さんよりお握りとお茶を頂き、いつもよりも美味しく感じる朝食を頂きました。 
    
９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日            千歳千歳千歳千歳セントラルロータリークラブセントラルロータリークラブセントラルロータリークラブセントラルロータリークラブ２０２０２０２０周周周周

年式典年式典年式典年式典    
 ２０周年と言う節目の式典へ参加させていただきまし

た。 
アクトは３０歳で卒業ですので、なかなか出席の出来る

チャンスの無い節目の式典へ出席させて頂きました。 
 
９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日        アジアアジアアジアアジア第一第一第一第一ゾーンゾーンゾーンゾーン RARARARA 代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議    
普段なかなかお会いすることのない地方のアクトの

方々とお会いし、協議し刺激有り、笑いありととても有

意義な一日を過ごしました。また、親睦も深めることが

出来、そのことが一番の収穫とも感じました。 
 
９９９９月月月月２４２４２４２４日日日日        第第第第３３３３回定例会回定例会回定例会回定例会 ( ( ( (会社例会会社例会会社例会会社例会))))        
                                                        盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり出店報告出店報告出店報告出店報告・・・・地区協議会準備地区協議会準備地区協議会準備地区協議会準備・・・・    
今年度の盆踊りの報告と、次のビックイベント地区協

議会に向けての準備も始まりました。 
また、今回の会社例会は初の会社例会と言うことも有

り、場所も雰囲気も普段の例会とは一転し新鮮な例会で

もありました。今回は、株式会社マリアージュインベル

コにて会社例会を行いました。 
 
１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日        第第第第４４４４回定例会回定例会回定例会回定例会 ( ( ( (会社例会会社例会会社例会会社例会))))    
                                                        地区協議会準備地区協議会準備地区協議会準備地区協議会準備    
    ついに地区協議会を目前とした、最終段階の準備に当

たる例会でいつに無く、皆真剣に、またいつも以上に深

い内容で例会を進めることが出来ました。とても会全体

が真剣な雰囲気で、メンバーの団結力と連携が取れたと思います。 
 今回の会社例会は駿河さんにて不動産の借り方等のアドバイスや借りるときの重要項目等なかなか

機会が無いと知らない豆知識等を学ぶことも出来ました。 
 
１０１０１０１０月月月月９９９９日日日日        第第第第 38383838 回回回回 RARARARA 地区協議会地区協議会地区協議会地区協議会    
    
    ホストとしての役割・一つのことを成し遂げる達成

感・協力の大切さを改めて学ぶことが、今回の地区協議

会の準備段階から終わりまでの間で学ぶことが出来まし

た。 
また、全てのセクションが無事に終わり良かったです。

きっとこの事は今後のアクトでの行事にも役立てられる

ことと思います。 
    
    



    
１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日    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地区大会地区大会地区大会地区大会    
    とても大きな集会でただただ圧倒させられたロータリー

クラブの地区大会でした。また、プログラムの中でコンシェ

ルジュについて学ぶことまた、普段はなかなか機会も無く観

ることのできないホテルのスイートルームやジュニアスイ

ートの見学、また、グループワークの中では、歴史等含めよ

りロータリークラブのことを知ることも出来ました。 
 
１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日・・・・２７２７２７２７日日日日    読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ事業事業事業事業    
    昨年から行っています市からの委託事業でもあります大

型絵本等の「読み聞かせ」の今年度第１回・2 回目を千歳市内保育所にて行ってきました。 
 経験者も多い中、昨年よりも緊張感がほぐれ若干余裕も出てきたかのように思えます。 

    

参加者数 ＲＡＣ：   名  ＲＣ：   名  その他：   名 

参加者からの 
感想他 

行事が目白押しで、とても時間の経つのが速い 2 ヶ月でした。毎週のようにアク

トのメンバーに会っていた気がする 2 ヶ月でした。 
暖かな季節も終わり 

会員増減 先月 男性５名、女性７名 今月 男性５名、女性７名 

新会員  

 
他クラブへの募集、

宣伝等 
 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：      個 /  累計個数：     個  

ワクチン：      人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 

西村 英晃 
TEL/FAX：０１２３－３２－０８７０ 
info_ns9000@yahoo.co.jp 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 



７７７７・・・・    ８８８８月月月月        活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：    札幌幌南札幌幌南札幌幌南札幌幌南    RACRACRACRAC                    

主な活動 
７月…例会 ２回、その他 １回（ＲＣ例会参加）、地区行事 １回 
８月…例会 ２回、その他 １回（クラブ行事） 

 

提出日：   
活動名  

担当委員会：広報 

 

７月第一例会（７月７日） 会場：エルプラザ 

プログラム：新年度！初☆例会！！ 

★今年度地区・クラブターゲット発表 

弟２５１０地区ターゲット『One Step』 

クラブターゲット『幌南継承×５』 

今年度地区ターゲットには「一人一人が積極的に活動し、ローターアクトをアピールした！様々な問題

に対し、一歩一歩歩幅を合わせて解決し、次のステップ（段階・未来）に繋げ今、みんなで大きな一歩

を踏み出しましょう！」という想いが、クラブターゲットは今年度卒業予定者が５名と多くの先輩会員

がＲＡＣを卒業することとなります。だからこそ幌南ＲＡＣを今年１年かけて継承していこうという想

いが込められています。 

★今年度役員・委員長紹介 

例会後、懇親会を行いました。懇親会へ札幌幌南ＲＣの前田会長・鎌田幹事・和田新世代委員長・蝦名

ＲＡ委員長を始め多くのロータリアンの皆様にご出席いただきました。 

＜参加者＞ＲＡＣ：１３名 ＲＣ：３名 その他：１名 

 

７月第二例会（７月２１日） 会場：かでる２・７ 

プログラム：箸づくり＆打ち合わせ  

★箸づくり★ 

７月２３日に開催される札幌幌南ＲＣ夏まつり家族会へ今年もご招待いただきました。今年度は焼き菓

子とさくらの木で作るエコ箸を販売させていただくこととなり、例会にてみんなで箸を削る作業をしま

した。 

＜参加者＞ＲＡＣ：９名 ＲＣ：３名 その他：３名 

箸づくりの様子 

   
～やすりで丹念に形を整えます～      ～完成したエコ箸～     ～みんな真剣に取り組んでいます～ 

 

◆札幌幌南ＲＣ 夏まつり家族会～豊平川花火例会への参加～（７月２３日） 
 会場：ルネッサンスサッポロホテル 

当日は朝から雨模様でしたが、花火大会が始まる直前には雨も上がり花火を見ることが出来ました。 

★エコ箸、焼き菓子販売★ 

７月第二例会で製作したエコ箸や、それぞれが作って持ち寄った焼き菓子の販売をさせて頂きました。

売れ行きは好調で、全てのテーブルを回る前に完売！！特にエコ箸は RC の皆様に人気で「家族へのお

土産に」と購入してくれる方も多数いらっしゃいました。みんなで頑張って作って良かったです。 

＜参加者＞ＲＡＣ：８名 

 

 

 

 



８月第一例会（８月５日） 

札幌幌南 RC 合同例会～親睦ビアガーデンへの参加 
会場：大通西４丁目（アサヒビール園会場） 

８月の第一例会は札幌幌南 RCの方々の親睦会に参加させていただき、 

大通西４丁目会場でビアガーデンを楽しみました。 

ロータリーの方々との交流も深まりとても有意義な時間を過ごすことが 

できました☆ 

＜参加者＞ＲＡＣ：１０名 その他：１名 

 

◆続・地区大会 卒業式の開催（８月７日） 会場：かでる２・７ 

昨年度末で当クラブを卒業した畑井会員が、６月に開催された地区大会、卒業式に参加できなかったた

め、クラブで【続・地区大会】として地区大会と卒業式を行いました。 

当日は当クラブメンバー他、地区 RA委員 ロータリアンの皆様、地区内の各クラブからもメンバーが駆

け付け、盛大に執り行われました。 

＜参加者＞札幌幌南ＲＡＣ：１０名 

 

８月第二例会（８月１８日） 会場：エルプラザ 

プログラム：社会福祉の施設現場のレクリエーションを体験しよう！！  

★レクリエーション★ 

メンバーの中島さんが働いている高齢者福祉施設での、入居者さんのレクリエーションをみんなで行っ

てみました。風船バレーやジェスチャーゲーム、手遊びなど実際にやってみるとなかなか難しくみんな

悪戦苦闘・・・。普段では出来ない体験を楽しみ、福祉施設の現場を知ることのできる貴重な機会でし

た☆ 

＜参加者＞ＲＡＣ：１３名 ＲＣ：５名 その他：１名 

 

参加者からの 

感想他 

ＲＣから多数の方に毎例会参加していただき、また、イベント等にもお誘いをい

ただきロータリアンとの交流する機会が多いことをうれしく思っています。 

ＲＡＣの活動をより知っていただけるよう心がけたいです。 

会員増減 先月 男性  名、女性  名 今月 男性１１名、女性 ９名 

新会員 
林  正和（はやし まさかず）さん 

村上 恵也（むらかみ けいや）さん 

 

他クラブへの募集、

宣伝等 

 

第 2500 地区ＯＢの桜井様よりご紹介いただき新入会員が２名増えました。 

今後、地区の行事等で他クラブの皆様と交流する機会もあるかと思いますので皆

様どうぞよろしくお願いいたします。 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 

 今回個数：      個 /  累計個数：     個  

ワクチン：      人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 

広報  佐藤 友理 

EEEE----MAILMAILMAILMAIL  yuririririn@hotmail.co.jp 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 



    ９９９９・・・・１０１０１０１０月月月月        活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：    札幌幌南札幌幌南札幌幌南札幌幌南    RACRACRACRAC                    

主な活動 
９月…例会 ２回、その他 ３回（イベント、ＲＣ地区大会）、地区行事 １回 

１０月…例会 ２回、その他 １回（ＲＣイベント） 

 

提出日：   
活動名  

担当委員会：広報 

９月第一例会（９月１日） 会  場：エルプラザ 

プログラム：①エコキャップ委員の決定 ②委員会ごとの話し合い 

① 地区の継続事業として行っておりますエコキャップ運動。今年度の担当委員を決定いたしました。 

② 委員会ごとの今後の活動計画について話し合いを行いました。 

クラブ奉仕＆専門知識開発委員会は９月２０日に企画しております「ハイキング＆ＢＢＱ例会」

について、国際奉仕・社会奉仕委員会は１０月第２例会に予定しております「第２この実寮の本

の入れ替え＆交流」についての企画を練りました。 

＜参加者＞ＲＡＣ：１４名 ＲＣ：３名 

 

◆「浜辺と海を守る会」主催のゴミ拾い（９月５日） 会  場：石狩浜 

毎年石狩浜で行われているこのイベント。今年も学生やボランティア団体、企業、家族連れなど多くの

人が参加し、その協力の下、ゴミ拾いが行われました。当クラブは今年も参加者の受付や、駐車場の誘

導や案内などさせていただきました。残念ながら雨天となってしまいましたが、参加した皆さんは活動

ができるぎりぎりまでねばり、ゴミ拾いの手を止めませんでした。結局は時間早めて切り上げることと

なりましたが、たくさんのゴミが集まり、石狩浜はとてもきれいになりました。その後はイベント初参

加の林さんと村上さんとの交流もはかり、充実した１日でした☆ 

＜参加者＞ＲＡＣ：８名 

   
 

９月第二移動例会「クラブ奉仕＆専門知識開発委員会～ハイキング＆BBQ」（９月２０日） 
 会  場：三角山・五天山公園 

９月の移動例会は三角山に登りました。30０ｍ強の低い山でしたがみなさんいい汗をかいていました

ね。頂上に着いてからは先に下山して午後の BBQ の準備をする人と、柳さんを筆頭にさらに登山を続け

る人に別れました。五天山公園での BBQ では途中雨が降ることもありましたがみなさん気にせず食事を

続けましたね（笑）。帰りにはきれいな虹を見ることが出来ました☆☆ 

＜参加者＞ＲＡＣ：１７名 ＲＣ：４名 

 

  
 



◆エンゼル祭 （９月２３日） 会場：北広島市 児童養護施設「天使の園」 

こちらも毎年恒例の、北広島市にある児童養護施設「天使の園」で開催されたエンゼル祭のお手伝いに

参加しました。主な内容はたこ焼き、チョコバナナやジュースの販売。特にたこ焼きを作るのは難しく

かなり苦戦していたようです。他にもビンゴ大会のお手伝いや施設の子と一緒にお店を回りました。施

設の子たちがこの日のために練習した踊りなど見せてくれました。 

＜参加者＞ＲＡＣ：８名 

 

１０月第一例会（１０月６日） 会  場：エルプラザ 

プログラム：会員増強について 

地区ローターアクト委員の赤山様（岩見沢ＲＣ）をお迎えし、会員増強についてみんなでディスカッ

ションしました。当クラブは現在会員数が２０名を超えておりますが、地区全体で見ると会員増強は大

きなテーマとなっております。地区全体としても盛り上げていきたいと思います。 

＜参加者＞ＲＡＣ：５名 ＲＣ５名（岩見沢ＲＣ 赤山様含む） その他：１名 

 

◆札幌幌南ＲＣ 第２回親子暗唱大会のお手伝いに参加（１０月２４日） 
会  場：ルネッサンスサッポロホテル 

 昨年に引き続き開催されました、「第２回親子暗唱大会」に参加し、誘導、時間の計測等のお手伝い

をさせていただきました。子どもたちが熱心に発表している様子がかわいらしく、また、暗記力の素晴

らしさ、表現の豊かさに感心しました。 
＜参加者＞ＲＡＣ：６名 

 

１０月第二移動例会「この実の本の入れ替え＆交流」（１０月３０日） 
場  所：第２この実寮（南区北の沢） 

第二この実寮で本の入れ替えを行いました。旅行誌、ファッション誌など写真の多いものを中心に２

０冊ほど持ち込み本棚を整理して補充を行いました。その後、施設内の体育館に移動して寮生の方たち

とレクレーションを行いました。また、入れ替える本についてはストーリーのある漫画や絵本などを読

む方や電車の写真があるものを好む方など人によって違うようでした。次回は５月第２例会に本の入れ

替えを行います。今回の経験を生かしてより良い活動にしたいと思います。 

＜参加者＞ＲＡＣ：３名 

参加者からの 

感想他 

定例会以外に移動例会やイベント等も積極的に企画をすることでクラブ内の親睦

がより深まっていると思います。他クラブからの参加もお待ちしております。 

会員増減 先月 男性  名、女性  名 今月 男性１１名、女性 ９名 

新会員  

他クラブへの募集、

宣伝等 

昨年度に引き続き札幌幌南 RAC では、この実寮に本棚を寄贈し定期的に本の入れ

替えを行っております。絵や写真が多い本や雑誌（旅行雑誌や、料理の本、マン

ガなど）で必要のなくなったものがあればご寄贈お願いたします。 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 

 今回個数：      個 /  累計個数：     個  

ワクチン：      人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 

広報 佐藤 友理 

EEEE----MAILMAILMAILMAIL  yuririririn@hotmail.co.jp 

  

    

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 



    ７７７７    ・・・・    ８８８８    月月月月    活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：函函函函    館館館館    大大大大    学学学学    RACRACRACRAC        

主な活動 
7 月…例会 4 回、その他 1 回 
8 月…例会 1 回、その他 2 回 

 

提出日：2010 年 11 月 1 日 
活動名 

1)函館大学第１回オープンキャンパス 
2)函館港まつり いか踊り 
3)24 時間テレビ チャリティー活動の参加 

担当委員会：松岡 

    
（（（（日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所））））    
1)7 月 25 日  11:45～16:00 迄 函館大学 第 1 回オープンキャンパス（５名） 
2)8 月 3 日  20:00～21:30 迄 開港１５１周年函館港まつり ワッショイはこだて【堀川・五稜郭コー 

ス】（５名） 
3)8 月 29 日   7:30～17:00 迄  STV 函館放送局前（17 名） 
（（（（目的目的目的目的））））    
1)オープンキャンパスに参加した高校生に函館大学キャンパス内の説明、RAC の宣伝。 
2)いか踊りに参加している社会人などとの交流を兼ねて、函館の文化にふれる。 
3)24 時間テレビ 33 のチャリティー活動。 
（（（（内容内容内容内容））））    
1)函館大学の学生が主体となり、オープンキャンパスに参加した高校生にキャンパス内の案内や大学生活

を過ごす上でのアドバイスをしました。 
2)函館でも大きな祭りである「函館港祭り」の行事である「いか踊り」を 1.5 ㎞（約 1 時間）にわたり

踊り歩きました。 
3) 24 時間テレビ 33 チャリティー活動として STV 函館放送局前にてジュース・水風船販売、募金活

動を実施しました。 
（（（（結果結果結果結果、、、、成果成果成果成果））））    
1)函大生中心ということもあったので、参加した高校生とすぐ打ち解けあうことができました。大学生

活でのアドバイスしている中で、函大 RAC の存在・活動内容を話したところ、たいへん関心を寄せる

生徒がいた。 
2)今回は、函館大学としていか踊りに参加しました。函大 RAC の他にも函大野球部など野又系列の学

校の方たちも参加しており、いか踊りを通じて交流を深めることができました。 
3)函大 RAC 全員で 24 時間テレビのチャリティー活動に参加しました。ジュース販売等で得た利益・募

金活動にて集めた資金（総額¥14,000 円）を２４時間テレビに募金しました。 

参加者数 ＲＡＣ：   名  ＲＣ：   名  その他：   名 

参加者からの 
感想他 

 
 

会員増減 先月 男性  0 名、女性  0 名 今月 男性 0 名、女性  0 名 

新会員 

会員名： 
職業： 
連絡先など： 
一言： 

他クラブへの募集、

宣伝等 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：      0 個 /  累計個数：     0 個  

ワクチン：      0 人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 
 

  

提出先提出先提出先提出先    ２５１０２５１０２５１０２５１０地区広報地区広報地区広報地区広報    小川小川小川小川    絵美絵美絵美絵美        

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    emi.emi@trad.ocn.ne.jp 



    ９９９９    ・・・・    １０１０１０１０    月月月月    活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    書書書書：：：：函函函函    館館館館    大大大大    学学学学    RACRACRACRAC    

主な活動 
9 月…例会 4 回、その他 3 回 

10 月…例会 5 回、その他 4 回 

 

提出日：2010 年 11 月 1 日 
活動名 

1)青年会議所企画「函館てらこや」の参加 
2)函館大学祭 模擬店出店 
3)湯の川の海岸の清掃活動 

担当委員会：松岡 

（（（（日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所））））    
1)9 月 15 日 8:00～22:30 迄 函館市内（2 名） 
2)10 月 16、17 日 8:00～16:00 迄 函館大学内（14 名） 
3)10 月 23 日 9:00～10:30 迄 函館市湯の川町（海水浴場）(函大 RAC15 名、函館 RA 名) 
（（（（目的目的目的目的））））    
1)兵庫県の大学生と小学生、函館の小学生との交流。 
2)大学祭で得た利益を今後の活動費にする為。 
3)函館大学 RAC40 周年記念事業の為。 
（（（（内容内容内容内容））））    
1)函館の小学生が中心となり、函館の歴史的建造物（元町付近）を兵庫県から来た大学生・小学生に案

内・説明をしました。その日の夜には、函館・兵庫の小学生が中心となり、「友達」について約 1 時間

半程度のディベート、発表会が行われました。 
2)函館大学の大学祭で函大 RAC は、ギョーザを販売しました。 
3)函大 RAC、函館 RA 合同で秋の海水浴場のゴミ拾いをしました。なぜ、秋に実施したかというと、

来年の海開きをきれいな状態で迎えたいという願いから、秋に海水浴場のゴミ拾いをすることにしました。 
（（（（結果結果結果結果、、、、成果成果成果成果））））    
1)私たちも普段なかなか函館の歴史に触れたことがなかったので、たいへん勉強になりました。「友達」

というテーマでのディベートは、子供たちが真剣に考え・話し合って友達について論じていました。こ

れからはこのような活動をもっとやっていきたいと感じました。 
2)ギョーザを 5 個入りで¥200 円の価格で販売したところかなりの人気を集め、2 時間で完売しました。

函大 RAC 単体で活動したのは初めてであり、たいへん楽しく活動することができました。 
3)この日は、朝から天気に恵まれ心地よくゴミ拾いが出来ました。拾ったゴミの量は予想多く、ペット

ボトルやたばこの吸い殻などが目立っていた。海外から函館大学に留学に来ている学生も今回の活動に

参加してくれました。 

参加者数 ＲＡＣ：   名  ＲＣ：   名  その他：   名 

参加者からの 
感想他 

 
 

会員増減 先月 男性 0 名、女性 0 名 今月 男性 1 名、女性 0 名 

新会員 

会員名：ウォルコム・サミュエル・フランシス 
職業：海外留学生（イギリスから） 
連絡先など： 
一言： 

他クラブへの募集、

宣伝等 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：     0 個 /  累計個数：    0 個  

ワクチン：     0 人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 
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主な活動 
7 月…例会  1 回、その他  回  9 月…例会  1 回、その他  回 
8 月…例会  1 回、その他  回 10 月…例会  1 回、その他  回 

 

提出日：  2010.12.15 
活動名 第一回例会 

担当委員会：会長 

    
（（（（日時日時日時日時、、、、場所場所場所場所））））    
 7 月 27 日 
 

男女平等参画センター他 
    
（（（（目的目的目的目的））））    
 今年の活動内容の見直し 
  
（（（（内容内容内容内容））））    
    今年の活動内容を人数が減ったことにより見直した。 
  
（（（（結果結果結果結果、、、、成果成果成果成果））））    
 
 今年の活動内容を決める為に話し合ったが人数が少ない為多くの活動が出来ないこともあり、 
再検討とした。 
 今回は卒業者も交えて例会を行った。大変な状況で見直しを行い、大幅に活動内容を変更した。 
 
 
 
 

参加者数 ＲＡＣ：  2 名  ＲＣ：   名  その他：  1 名 

参加者からの 
感想他 

 
 
 

会員増減 先月 男性 3 名、女性 1 名 今月 男性 2 名、女性 0 名 

新会員 

会員名： 
職業： 
連絡先など： 
一言： 

 
他クラブへの募集、

宣伝等 
 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

キャップ 
 今回個数：    1700 個 /  累計個数：   1700 個  

ワクチン：      2 人分（８００個でポリオワクチン１人分） 

報告者名 

連絡先 

報告者 : 有賀 佑樹 
携帯連絡先 : 080-1880-3458  
           : yu-ki.enjoy….u_u@docomo.ne.jp 
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講 評 

 

 今年度がスタートし、早４ヵ月が過ぎました。 

 各クラブの活動報告を拝見しました。それぞれ、地域に密着した活動や、オリジナリティ溢れる

活動、ＲＣと共に活動したりと、私自身とても刺激を受けました。今後は、クラブ内のみならず、

地区全体に情報を発信し、地区全体で取り組める活動が一つでも増えると嬉しく思います。 

 また、【会員増強】についてですが、各クラブ、大変苦戦していると思います。「即入会」とい

うのは、なかなか難しいと思いますので、何か「きっかけ作り」をし、ＲＡＣをもっと沢山の方々

に知って頂けたら、【会員増強】にも繋がって行くと思います。どんな小さな「きっかけ」でも構

いませんので、各クラブで積極的に動いて頂きたいと思います。 

 最後になりましたが、今後も大きな行事が続きます。各クラブ会員皆様の、ご理解とご協力をお

願い致しまして、講評とさせて頂きます。 

 

 地区ＲＡ代表 滝澤 祐子 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

講 評 

 

 ７月にロータリークラブ地区新世代委員会を行い今年度の新世代へのサポート体制を確認いた

しました。 

 ７月末には浜益で交流キャンプを行いあいにくの雨ではありましたが家族参加などもあり十分

な交流が出来たかと思います。 

 また６月の地区大会での卒業式を欠席した畑井君の卒業式を有志で行なったことは大変素晴ら

しいことだと思います。 

 今年度は１０月に秋のキャンプを支笏湖畔で行いこれにも家族や友人の参加ができてローター

アクトの活発さを感じることが出来ました。 

 地区協議会は千歳で行なわれ防災についての知識を得ることができ懇親会でも手の込んだ映像

で楽しむことが出来ました。 

 何よりロータリークラブ地区大会での新世代フォーラムがローターアクターの参加でとても良

い内容で終了できたのがこの期間の一番の出来事ではないでしょうか。 

 今後も活発な活動をしていただけるようサポートをしながら楽しみにしています。 

 

地区 RＡ委員長  蝦名大典 

 
 

 


