
2010-2011年度 

国際ロータリー第 2510地区 

赤平ローターアクトクラブ 

創立 35周年記念式典 報告書 

 

2010年 11月 27日(土) 

赤平交流センターみらい 

 

テーマ：ことば･チカラ･華 ~未来のＲＡＣへ~ 

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 



プログラム 

 

15:30～ 記念式典 

 点鐘    赤平ローターアクトクラブ会長        関戸 祥子 

 開式の辞  赤平ローターアクトクラブ創立 35 周年記念式典実行委員長  

工藤 睦美 

 国歌･ローターアクトソング斉唱 

 ご来賓･参加クラブ紹介 赤平ローターアクトクラブ会長   関戸 祥子 

 式辞    赤平ローターアクトクラブ会長         関戸 祥子 

 歓迎の言葉 赤平ロータリークラブ会長           大坂 晃様 

 ご来賓祝辞 赤平市長                  高尾 弘明様 

       国際ロータリー第2510地区ガバナー      佐々木正丞様 

       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 

 祝電披露 

 国際ロータリー第 2510 地区赤平ローターアクトクラブのあゆみ 

 記念事業報告 

 閉式の辞 赤平ローターアクトクラブ創立 35 周年記念式典実行委員長  

工藤 睦美 

 点鐘   赤平ローターアクトクラブ会長         関戸 祥子 

 諸事･お知らせ 

 

18:00～ 祝賀会 

 実行委員長挨拶 赤平ローターアクトクラブ創立35周年記念式典実行委員長 

工藤 睦美 

 祝杯 国際ロータリー第2510地区ローターアクト副委員長   坂井 治様 

 祝宴 

 乾杯  国際ロータリー第 2510 地区赤平ロータリークラブ会長エレクト  

尾崎 清富様 

 

20:00～ 閉会  

 諸事･お知らせ 

 

 

 

 



ご来賓ご芳名 

 赤平市長                         高尾 弘明様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区ガバナー補佐              渡部 芳巳様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区新世代委員長                柳 孝一様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト委員長          谷戸 高尚様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト委員長            蝦名大典様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区赤平ロータリークラブ会長          大坂 晃様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト副委員長           坂井 治様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト委員             赤山 登様 

 Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト委員           伊藤 和敏様 

 赤平ライオンズクラブ会長                鈴木 高次様 

 赤平青年会議所理事長                  西出 達司様 

 工房赤平虹の架け橋施設長               野村 亜希子様 

 工房赤平虹の架け橋主任                  佐久間 香様 

 工房赤平虹の架け橋                  佐々木 淳字様 

工房赤平虹の架け橋                  吉岡 あゆみ様 

赤平ＲＡＣ第 2 代目会長                 宇土 啓隆様 

赤平ＲＡＣ第 3 代目会長                   石野 茂様 

赤平ＲＡＣ第 4 代目会長                   渡辺 修様 

赤平ＲＡＣＯＢ                     野澤 幸一様 

赤平ＲＡＣ第22代目会長                  白取 伸司様 

赤平ＲＡＣ第24代目会長                 井上 英智様 

赤平ＲＡＣ第26代目会長                 今井 基程様 

赤平ＲＡＣ第28代目会長                 竹村 恵一様 

赤平ＲＡＣ第29代目会長                 伊藤 明和様 

赤平ＲＡＣ第30代目会長                 大寳 勝洋様 

赤平ＲＡＣ第31/32代目会長                布施 年啓様 

Ｒ．Ｉ第 2500 地区ローターアクト地区代表         永守 翔嗣様 

Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト地区代表         滝澤 祐子様 

 

参加ロータリークラブご芳名  

岩見沢ＲＣ                         佐々木 一志 

札幌幌南ＲＣ                          川下 和光 

函館東ＲＣ                           國谷 大輔 



赤平ＲＣ   菊島 好孝  赤川 清介  和泉 義雄  板垣 英三 

       岡田 知治  尾崎 清富  片根 信郎  木村 盛雄  

       佐藤 元紀  仙田 哲夫  高江 智和理 竹島 緋出雄 

       竹俣 紀孝  田中 良一  西沢 良知  早坂 喜幸 

       藤永 貞治  藤原 税   布施 洋一  松尾 和俊 

       三上 洸二  宮川 徹   武藤 哲雄  横岡 潤一  

       若林 弘基 

 

参加ローターアクトクラブご芳名 

Ｒ．Ｉ第 2500 地区ローターアクト役員 

 地区幹事           柴野 大一(稚内ＲＡＣ)   

 地区代表ノミニー   類瀬 一夫(根室ＲＡＣ) 

 

Ｒ．Ｉ第 2500 地区ローターアクトクラブ 

 帯広ＲＡＣ 澤田 俊一  岡崎 早智  小野 栄夫  増田 さやか 

 稚内ＲＡＣ 西村 英樹  山田 瑞枝 

 

Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクト役員 

 地区幹事       齋藤 麻紀(千歳ＲＡＣ)   

地区広報       小川 絵美(札幌幌南ＲＡＣ) 

 地区直前代表   安藤 由香里(札幌幌南ＲＡＣ)  

 

Ｒ．Ｉ第 2510 地区ローターアクトクラブ 

 岩見沢ＲＡＣ   加藤 麻彩美 

 

 札幌幌南ＲＡＣ 後藤 康友  奥村 昌代  黒川 一幸   

小坂 規裕  佐藤 友理  相馬 孝江 

中川 翼   中島 陽子  三田 宏和 

李 文昕 

 

  千歳ＲＡＣ   石黒 哲也  須藤 彩乃  高野 睦史 

          仲山 未来 

 

  函館大学ＲＡＣ  松岡 敬介  安島 綾  横山 誉幸 

 



  赤平ＲＡＣ   関戸 祥子  高橋 めぐみ  市林 博美   

工藤 睦美  合田 章義    斉藤 鮎美 

佐藤 聖花  塩地 恵実    武田 洋平 

立川 真由美 藤原 茂樹    三浦 佐知子 

森 浩一    山下 彩夏    吉川 絵美子 

 

 

 

 

 

 

 

赤平ローターアクトクラブ関戸会長の点鐘、工藤実行委員長の開式の辞により、

赤平ローターアクト創立 35 周年記念式典が開始されました。会場はとても綺麗

で、赤平オーキッドさんからの素晴らしい胡蝶蘭が印象的でした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記念事業報告では、工房虹の架け橋の方への看板造りが紹介され、ごみの不法

投棄が少なくなったという効果も出ていることが発表され、虹の架け橋の方か

らのお礼の言葉も頂戴しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

祝賀会では、がんがん鍋や鶏のから揚げをはじめ、赤平の名物ばかりでボリュ

ームもあり、大変おいしくいただきました。やっぱり地元のものをいただける

のは最高です★ 

余興では赤平ローターアクトメンバーによるダンスが披露されました。アンコ

ールにも応えてくれ、大いに盛り上がりました。 

 

  

 

 



 

 

 

二次会は「演歌貴族」で行われました。クラブの枠を超え、色々なメンバーと

お互いのクラブの話をしたりと交流できました(^_^) 

チャリティーとしてじゃんけん大会が行われ、先輩後輩の戦い？もあり、帯広

ローターアクトクラブが勝利!! アクトの活動資金として有効に利用してくれ

るでしょう☆ 

夜遅くまで楽しい時間はあっという間に過ぎました！ 

  

 

 

 



講 評 

 

 

 赤平３５周年行事は 11月 27日に行なわれ、参加人数は減少したものの 

赤平ローターアクトクラブらしい元気で明るい内容の行事であったかと思いま

す。 

 特に「地元産」にこだわった製作品や.記念事業には改めて赤平市の産業を知

ることとなり市と主に活動してき３５年間が手に取るように分かりました。 

 この活動を継続、継承することでよりよい４０周年を迎えることを楽しみに

しております。 

 ３５周年 おめでとうございます。 

 

地区ＲＡ委員長 蝦名 大典 


