
  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ７７月月  活活動動報報告告  

 

７月第一例会（７月２日） 

会  場：エルプラザ 

プログラム：新年度！初例会！！ 

★今年度クラブターゲット発表★ 

クラブターゲット『和衷共済（わちゅうきょうさい）』 

クラブターゲットには心を合わせ助け合う、一致協力してアクト活動をするという想いが込められています。 

★今年度役員・委員長紹介★ 

会長  伊藤 晴竹     幹事  深貝 友香梨 

会計  三浦 幸恵     広報  伊東 かほり         

クラブ奉仕専門知識開発委員長  門脇 みなみ 

社会奉仕国際奉仕委員長  プーワナット・スパープクン  

★地区協議会について★ 

地区協議会に向けて、タイムスケジュールや役割分担を決めました。   

例会後には懇親会を行い、多くのロータリアンの皆様にご出席いただきました。ありがとうございました。今年

一年よろしくお願い致します。 

【出席者】 

＜ Ｒ Ｃ ＞ 舛田様、深貝様、樋坂様、蛯名様、高橋様、川下様、  計６名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、中島、吉田、三浦、プー、伊東 計９名 

       

   

 

７月第二例会（７月１６日） 

会  場：エルプラザ 

プログラム：第一回会長幹事会の報告  

札幌幌南ＲＣ夏祭り家族会について 

 地区協議会について 

★今年度地区ターゲット発表★ 

弟２５１０地区ターゲット『チャレンジ～何事にも挑め～』 

★花火例会物品販売について★ 

 ７月２５日（金）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。そこで今年は何

を販売するのか話し合いました。例年好評の手作りお菓子を販売するという意見が出ました。 

★地区協議会について★ 

メンバーを当日の準備グループと前日までの準備グループに分けました。 



プログラムや記念品、２次会会場について話し合いました。 

 

【出席者】 

＜ Ｒ Ｃ ＞ 樋坂様、川下様、  計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、吉田、三浦、伊東  計７名 

      

    

 

★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２５日）★ 

 会  場：札幌ルネッサンスホテル 

★ケーキ販売★ 

クッキーやブラウニー、マフィン、チーズケーキを販売しました。販売開始と共にたくさんの方が購入してくだ

さいました。例年好評の手作りお菓子は今年もおいしいという声をいただき、皆さんに楽しめていただけたよう

です。本当にありがとうございました。 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤・深貝・川端・後藤・三浦  計５名 

 

      

       

★第48回 おたる潮まつり～小樽RC潮ねりこみへの参加～（７月２６日）★ 

会場：小樽港第３号埠頭 

★潮ねりこみ参加★ 

会場近くで浴衣の着付けをして頂き、小樽花園グリーンロード から 潮まつり中央ステージ（小樽港第3号埠頭

基部）を「潮音頭」と「潮踊り唄」に合わせて練り歩きました。あいにくの雨でしたが、多くの方々が元気に踊

っていて、とても記憶に残るお祭りになりました。ねりこみのお疲れさま会とその後の２次会にも呼んで頂き、

小樽RCの皆様と交流をさせて頂きました。 

 



【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 川端・三浦・伊東 計３名 

    

 

【新任会長挨拶】 

今年度、札幌幌南ローターアクトクラブ会長を務めさせて頂くことになりました伊藤晴竹と申します。  なにぶ

んにもこのような大任を仰せつかったのは初めてのことですので、改めて責任の重さを感じております。  アク

トの活動を通して、楽しみながら皆様と交流し、奉仕活動を行ないメンバーや皆様とキズナを深めていけたらと

思います。  私自身、どこまでできるかという不安はございますが精一杯努める所存ですので、よろしくお願い

いたします。 

２０１４～１５年度札幌幌南ローターアクトクラブ会長  伊藤 晴竹



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ８８月月  活活動動報報告告  

 

 

★野球観戦お手伝い～NJC（札幌幌南RC 和田様 所属）～（８月２日）★ 

会  場：札幌ドーム  

★お弁当配布のお手伝い★ 

日本ハムファイターズVSソフトバンクフォークス試合観戦に来場した身体障害者の方々へ、 

お弁当の配布と回収のお手伝いをしてきました。 

残念ながら試合は延長の末、ファイターズが逆転負けしてしまいましたが、ホームランもあり、 

参加された方々との観戦をとても楽しむことができました。 

観戦後のお食事会にも参加させて頂き、参加された皆様と交流させていただきました。 

【出席者】 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

      安部さん（富良野RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、三浦、伊東  計４名 

 

 

★１２時間チャリティーソフトボール大会 IN 帯広（８月１０日）★ 

会  場： 札内川河川敷ファミリースポーツ広場 

★チャリティーソフトボール大会参加★ 

１２時間チャリティーソフトボール大会に参加してきました。 

生憎の曇り空の中でしたが、お手製のゼッケンを付け参加者1人1人楽しく、生き生きと戦っていました。 

他のクラブの方々との交流がソフトボールを通して図ることができ、有意義な時間となりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 後藤、川端 計２名 

 



 

 

 

★８月第一例会（８月１３日）★ 

会  場：大通公園 キリン会場  

★ビアガーデン例会★ 

今年もこの時期がやってまいりました。夏の風物詩、ビアガーデン例会！！ 

天候にも恵まれ、賑やかな大通り会場の一角でビアガーデン例会を行ないました！ 

ロータリアンの皆様にも多数参加いただき、キリンビールのタワーを囲み賑やかな例会となりました。 

アクトのメンバーはもちろん、ロータリアンの皆様ともいろいろな話をさせていただき、親睦を深めるいい機会

となりました。二次会では地区協議会の話を進めました。 

 

★地区協議会について★ 

地区協議会に向けてグループの進行状況を共有し、役割分担を確認しました。   

例会後には懇親会を行い今年一年よろしくお願い致します。 

【出席者】 

＜ Ｒ Ｃ ＞ 舛田様、佐々木様、寺尾様、北川様、高橋様、樋坂様、  計６名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、長沢、吉田、伊東 計７名 

 

  

 

 



★８月第二例会（８月２０日）★ 

会  場：エルプラザ 

プログラム： 地区協議会準備 

       周年について 

★地区協議会準備★ 

ホテル打ち合わせ内容と各グループの進行状況を共有しました。 

会場の配置を確認、決定しました。 

当日の役割分担を再確認し、未定箇所を決定しました。 

★周年について★ 

周年記念事業の内容、日程を決めました。 

また周年のタイムスケジュールと役割を決めました。 

実行委員長：深貝 

仮登録・本登録：長沢 

司会：開閉会式：三浦、懇親会：門脇、二次会：ポー 

 

【出席者】 

＜ Ｒ Ｃ ＞ 樋坂様、大友様、  計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、後藤、吉田、三浦、中島、長沢、伊東  計８名 

      

           

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ９９月月  活活動動報報告告  

 

 

★９月第一例会（９月３日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム： 地区協議会最終確認 

★地区協議会最終確認★ 

地区協議会直前となり、最終的な当日の進行、役割の確認と参加者名簿確認を行ないました。 

また当日までの作業内容を一通り確認し、スケジュールを立てました。 

懇親会で行う余興の練習を行いました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 樋坂様、和田様、高橋様、蝦名様、川下様、高橋様  計６名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、吉田、三浦、中島、長沢、伊東  計９名 

 

     

  

★第４２回地区協議会（９月６日）★ 

テーマ：アクトの魅力、再発見！ 

会  場：ルネッサンス札幌ホテル 

ホストクラブ：札幌幌南ローターアクトクラブ 

提唱ロータリークラブ：札幌幌南ロータリークラブ 

 

国際ロータリー第２５１０地区 第４２回地区協議会を行いました。 

開会式５６名、プログラム５７名、懇親会６２名、二次会４０名の多くの方々に参加していただきました。 

不慣れな点も多く、ご迷惑を多々おかけしてしましましたが、皆様のご協力と暖かいご声援のおかげをもちまし

て、無事に地区協議会を成功させることができました。提唱ロータリークラブである、札幌幌南ロータリークラ

ブの皆様方始め、ロータリアンの皆様、他クラブのアクトの方々に感謝申し上げます。本当にありがとうござい

ました。この経験を１２月の周年にも活かしていきたいと思います。 

 

 

 

   
 



 

★石狩浜ゴミ拾い ～運営のお手伝い～（９月７日）★ 

会  場：石狩新港浜 

石狩浜のゴミ拾いのお手伝いをしてきました。 

参加者の受付と参加者に振舞われるおでん作り、ゴミの回収、子供向け○×クイズの司会をお手伝いしました。 

参加者の多さと規模の大きさに驚きました。 

また、会場に入った時にはあった大量のゴミがみるみるなくなり、ゴミ拾いの大切さを感じました。 

他にお手伝いしていたNPOの方々とも交流することができ、有意義な時間となりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 石川さん（赤平RAC）、深貝、川端、後藤、三浦、中島、伊東  計７名 

 

  
 

 

 

 

★ロータリーデー ～ポリオ撲滅募金活動への参加～(９月１４日)★ 

会  場：大通り三越前 

いまこそポリオ撲滅の時というスローガンを胸に、ポリオ撲滅街頭募金活動への参加してきました。 

ロータリアンの皆様の熱意と情熱にふれることができ、有意義な時間となりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、吉田、川端、佐々木 計５名 

 

 

 

 

 



★９月第二例会（９月１７日）★ 

会  場：かでる２・７ 

プログラム：会長幹事会報告 

周年について 

      北海道交流会前夜祭について 

★会長幹事会報告★ 

海外研修の希望調査やガバナー訪問の日程についての報告がありました。 

★周年について★ 

周年記念事業の内容、スケジュールを決めました。 

また周年にお呼びする方について、当日までの流れについて話し合いました・。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 樋坂様、高橋様、蝦名様、川下様 計４名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、後藤、三浦、長沢、プー、伊東  計７名      

          

★北海道交流会 前夜祭 (９月１９日)★ 

会  場：すすきの 

 ９/20・21に帯広で行われる北海道交流会の前夜祭が札幌すすきので行われ 

参加してきました。普段交流のできない、道外のアクトの方々と交流を図ることができ、とてお楽しい時間とな

りました。また北海道交流会がより楽しみになりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 川端、後藤、三浦、門脇、長沢、プー、伊東  計７名 

 

 

★北海道交流会 (９月２０日・２１日)★ 

会  場：帯広 

北海道交流会に参加してきました。 

参加人数もさる事ながら、クオリティの高さに感動しました。 

プログラムでは、それぞれのグループで協力しながら帯広市内を散策し、帯広スイーツを満喫することができま

した。懇親会と２次会では大いに盛り上がりました。２日目のミニバレー大会ではみんな真剣に楽しみスポーツ

での交流を図りました。地区が違うこともあり、普段なかなか交流の測れない多くの方と様々な交流ができ、素

敵な時間になりました。ホストクラブの皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。 

次年度は、ホストクラブとして、今回の北海道交流会のように素敵な会となる様、努めたいと思います。 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞伊藤、川端、後藤、プー、吉田、三浦、中島、伊東  計８名 



 

 

★エンジェル祭（９月２３日)★ 

会  場：児童養護施設 天使の園（北広島） 

児童養護施設 天使の園のエンジェル祭のお手伝いに参加してきました。 

会場設営準備、露天の手伝い、会場片付けをお手伝いさせていただきました。 

露天では２グループに分かれ、唐揚げ・ポテトフライ、たこ焼き屋さんのお手伝いをしました。 

他のボランティア団体の方々や参加している子供たちと触れ合うことができました。 

子供たちの笑顔に触れて、こちらも自然に笑顔になりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞石川さん（赤平RAC）、深貝、川端、後藤、プー、伊東  計６名 

 

  



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  1100 月月  活活動動報報告告  

 

★10月第一例会（１０月１日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム： 札幌幌南RAC周年記念事業について 

札幌幌南RAC周年記念式典について 

国際ロータリー第２５１０地区 地区大会について 

ガバナー訪問例会について 

★札幌幌南RAC周年記念事業について★ 

札幌幌南RAC周年記念事業が近くなり、最終的な流れ、役割の確認と用意するものの確認を行ないました。 

★札幌幌南RAC周年記念式典について★ 

式典会場と二次会会場について話し合い、役割分担を確認しました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 樋坂様、川下様、  計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、後藤、吉田、三浦、中島、長沢、プー  計８名 

 

★国際ロータリー第２５１０地区 地区大会（１０月４・５日）★ 

会  場：ルネッサンス札幌ホテル ・ニトリ文化ホール 

２０１４～１５年度国際ロータリー第２５１０地区 地区大会に参加させていただきました。 

地区指導者育成セミナーにも参加し勉強させていただきました。和やかな雰囲気の中、私たちも会を楽しませて

いただきました。素晴らしい会で、この会で学んだことを今後に活かしていきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、三浦、長沢、門脇、プー  計７名 

 
   

★１０月第二例会（１０月１５日）★ 

会  場：エルプラザ  

プログラム： 札幌幌南RAC周年記念事業について 

札幌幌南RAC周年記念式典について 

ガバナー訪問例会について 

懇親会 



★札幌幌南RAC周年記念事業について★ 

札幌幌南RAC周年記念事業直前となり、最終的な流れ、ルート、持ち物の確認を行ないました。 

★ガバナー訪問例会について★ 

例会の流れと懇親会について話し合いました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 舛田様、大友様、高橋様、樋坂様、川下様、  計５名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ ザックさん（青少年交換留学生） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、三浦、伊東  計６名  

  

★札幌幌南RAC周年記念事業（１０月１８日）★ 

会  場：真駒内～小金湯温泉 

 札幌幌南RAC周年記念事業を行いました。紅葉が綺麗な秋晴れの中ゴミ拾いを行いました。 

朝９時に真駒内駅を出発し小金湯温泉まで約 14,5ｋｍの道のりを、お昼などの休憩を挟みながらも６時間かけ

ゴミ拾いを行いました。タバコの吸殻や空き缶などのゴミが目立ちました。ゴミ拾い後は参加者で温泉に入り、

汗を流し疲れを癒しました。留学生の方や、他クラブのアクトの方々にも参加していただき無事に札幌幌南RAC

周年記念事業を行うことができました。参加していただいた皆様ありがとうございました。 

【出席者】 

＜Guest＞ ザックさん（青少年交換留学生） 

安島さん（函館RAC） 

石川さん、関戸さん、高橋さん、工藤さん、田中さん（赤平RAC） 

有賀さん（室蘭北RAC） 

ご参加いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、三浦、伊東  計６名 

 

 



 

 

 

★札幌幌南ロータリークラブ夜間例会への参加（１０月３１日）★ 

会  場：ルネッサンス札幌ホテル  

札幌幌南ロータリークラブ夜間例会に参加させていただきました。 

そこで、９月に行われた地区協議会の報告とお礼の挨拶をさせていただきました。 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、三浦、吉田、プー  計６名 

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  11１１月月  活活動動報報告告  

 

★1１月第一例会：ガバナー訪問例会（１１月５日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：今年度の活動報告 

４０周年記念式典記念事業について 

講評（坂井様） 

ガバナー卓話（羽部様）  

★札幌幌南RAC周年記念事業について★ 

札幌幌南RAC周年記念事業が近くなり、最終的な流れ、役割の確認と用意するものの確認を行ないました。 

★ガバナー卓話★ 

当クラブがポリオ撲滅街頭募金活動に参加させていただいた話を踏まえ、ポリオ撲滅に対する思いを語ってくだ

さいました。また、中国の偉人の言葉から、自身よりもまずは相手を尊重し行動するというロータリーの考えを

教えていただきました。最後に、活動をいきいきと楽しむ姿が、会員増加と参加人数向上につながると、具体的

な事例を踏まえ、わかりやすく教えていただきました。とても貴重なお話をしていただき、ありがとうございま

した。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ ガバナー 羽部様、ローターアクト委員長 坂井様、 

札幌幌南ロータリークラブ：舛田様、和田様、高橋耕様、樋坂様、大作様、 

蝦名様、川下様、斉藤様  計10名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜VISITOR＞ 赤平RAC/地区代表ノミニー：石川さん 

         千歳RAC：北村さん、汪さん、村山さん 

ご出席いただきましたローターアクターの皆様ありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞  伊藤 晴竹、深貝 友香梨、後藤 康友、吉田 剛、三浦 幸恵、川端 さなえ、 

プーワナット、伊東 かほり  計８名 

 

 

 

 

★親子暗唱大会（１１月９日）★ 

会  場：ルネッサンス札幌ホテル 

主  催：札幌幌南ロータリークラブ 

第6回親子暗唱大会に参加させていただきました。 

暗唱大会運営のお手伝いをさせていただきました。和やかな雰囲気の中、私たちも会を楽しませていただきまし



た。素晴らしい会で、親子の結びつきが一層強くなる会だと感じました。ありがとうございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 後藤、川端、深貝。門脇、プー  計５名 

 

★札幌幌南RAC４０周年記念式典記念品作成（１１月１５日）★ 

会  場：旗イトウ（小樽市） 

内  容：エコバック作成 

 札幌幌南RAC４０周年記念式典記念品を作成しました。 

伊藤会長のお店にお邪魔し、染料の色を作るところから始め、3 時間あまり、12 月の周年記念式典に参加予定

の方およそ８０名分のエコバックにロゴを印刷しました。伊藤会長の手際の良さに驚くとともに、染物の難しさ

と面白さを実感しました。 

【出席者】 

＜Guest＞ 石川さん 

ご参加いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、後藤、三浦、伊東  計５名 

 

 

 

 

★１１月第二例会（１１月１９日）★ 

会  場：エルプラザ  

プログラム： 札幌幌南RAC周年記念事業について 

札幌幌南RAC周年記念式典について 

★札幌幌南RAC周年記念事業・式典について★ 

札幌幌南RAC周年記念式典間近となり、準備の進行状況の確認と当日の役割分担、割り当ての確認を行ないま

した。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 蝦名様、高橋様、樋坂様、川下様、  計４名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん 

ご参加いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、後藤、三浦、吉田、プー、佐々木、蔡、伊東  計９名  
 



  

 

★陸別スターライト例会（１１月２２．２３日)★ 

会  場：銀河の森コテージ・天文台 

陸別スターライト例会に参加してきました。 

満天の星空の下、他クラブのアクトのメンバーと楽しく交流をしてきました。 

普段札幌の夜空では味わえない星のまたたきを一望でき、ロマンチックな気分に浸ることができました。 

また、美味しいカニをお腹いっぱい食べ、心身ともに満喫してきました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞深貝、後藤、三浦、プー  計３名 

 

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  11２２月月  活活動動報報告告  

 

★1２月第一例会（１２月３日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：４０周年記念式典記念式典について 

       天使の園クリスマス会について 

★４０周年記念式典記念式典について★ 

札幌幌南RAC周年記式典が近くなり、最終的な流れ、役割の確認と用意するものの確認を行ないました。 

★天使の園クリスマス会について★ 

天使の園クリスマス会の当日の流れ、役割の確認と用意するものの確認を行ないました。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 蝦名様、高橋様、樋坂様、  計３名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん 

ご参加いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、後藤、吉田、プー、門脇、蔡、伊東  計８名  

 

 

 

★札幌幌南RAC創立４０周年記式典（１２月６日）★ 

会  場：センチュリーロイヤルホテル 

ホストクラブ：札幌幌南ローターアクトクラブ 

提唱ロータリークラブ：札幌幌南ロータリークラブ 

 

札幌幌南ローターアクトクラブ創立４０周年記式典を行いました。 

式典７１名、懇親会６７名、二次会５５名の多くの方々に参加していただきました。 

不慣れな点も多く、ご迷惑を多々おかけしてしましましたが、皆様のご協力と暖かいご声援のおかげをもちま

して、無事に創立４０周年記式典を成功させることができました。記念プログラムで作成していただいたクリス

マスツリーの飾りと写真立ては、翌日天使の園の子供たちへプレゼントさせて頂きました。提唱ロータリークラ

ブである、札幌幌南ロータリークラブの皆様方始め、ロータリアンの皆様、他クラブのアクトの方々に感謝申し

上げます。本当にありがとうございました。この経験を次年度の北海道交流会にも活かしていきたいと思います。 



 

 

★天使の園クリスマス会（１２月７日)★ 

会  場：児童養護施設 天使の園（北広島） 

児童養護施設 天使の園のクリスマス会のお手伝いに参加してきました。 

会場設営準備、縁日運営、お寿司・ケーキ作り、会場片付けをお手伝いさせていただきました。 

他のボランティア団体の方々や参加している子供たちと触れ合うことができました。 

一緒に食事する場もあり、子供達といろいろな話をすることができました。 

前日に作成した、飾りつけされたクリスマスツリーと写真立てをプレゼントしました。 

子供たちがはしゃぎながら喜んでくれて、とても嬉しくなりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞石川さん（赤平RAC）、深貝、川端、後藤、門脇、蔡、伊東  計７名 

 

 

 

 

 

 

★札幌幌南ＲＣ 年末親睦家族会（１２月１８日）★ 



 会  場：札幌ルネッサンスホテル 

今年も参加させていただき、ありがとうございます。年末親睦家族会の中では、私たちとも交流がある留学生の

ザックさんの誕生日など、いろんなイベントがあり、私たちローターアクトも楽しませてもらいました。今後の

活動の見本にさせてもらうところも沢山あり勉強になりました。本当にありがとうございました。 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 深貝、川端、後藤、三浦、蔡  計５名 

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  11 月月  活活動動報報告告  

 

★1月第一例会（１月７日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：蔡さんの中国語講座 

★蔡さんの中国語講座★ 

会員である蔡さんによる中国語講座を行いました。 

1回目の今回は挨拶、自己紹介、日常会話を教えてもらいました。 

ホワイトボードを使ってわかりやすく丁寧に教えてもらい、勉強になりました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 樋坂様、川下様 計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 後藤、三浦、門脇、長沢、蔡、  計５名  

 

 

 

★札幌幌南RAC新年会（１月１４日）★ 

会  場：オールシーズンビアガーデンドラド 

札幌幌南RAC新年会を行いました。 

１２月の第２例会が天候不良のため延期となり、１２月の第２例会と新年会を兼ねて行いました。 

楽しく飲んで食べて思い上がったあとは、場所を移してボーリングも行いました。 

ロータリアンの皆様や、メンバーと交流ができ、今年１年も頑張っていこうと気持ちを新たにもちました。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 寺尾様、伊藤様、樋坂様、川下様  計４名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ ザックさん（青少年交換留学生） 

      石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、後藤、三浦、吉田、蔡、佐々木、プー 計８名  

 



 

 

★1月第二例会（１月２１日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会の日程調整や、２日目に行われるスポーツ交流会の開催場所の候補を上げ、準備に向け話し

合いました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 樋坂様、川下様 計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ ザックさん（青少年交換留学生） 

石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、後藤、吉田、川端、蔡 計５名  



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ２２月月  活活動動報報告告  

 

★２月第一例会（２月４日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会について、実行委員長を決めました。 

また開会式やプログラム、懇親会の場所について検討し、準備に向け話し合いました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 高橋様、和田様、樋坂様、川下様   計４名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、後藤、三浦、川端、蔡、門脇、長沢 計７名  

 

★２月第二例会（２月１８日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会の日程を仮決定しました。 

開会式の会場の予約状況を確認し、２日目のスポーツ交流会の場所についても話し合いました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 高橋様、蝦名様、川下様    計３名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 川端、三浦、吉田、プー   計５名  

 

 

★２５１０地区 温泉交流会参加（２月２１・２２日）★ 

会  場：洞爺湖  

２５１０地区温泉交流会に参加してきました。 

普段なかなか交流のできない他クラブのアクトの方とアクトの活動や思いについて熱く語りあったり、温泉でゆ

っくりしたりと親睦を深めることができました。 

高級感あるお部屋に、広い温泉、そして素敵な地区のアクト最高の交流会となりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、後藤、三浦、川端、プー、門脇、伊東 計７名 



 
 

 

★国際親善交流会（２月２７日）★ 

会  場：ルネッサンス  

主催：札幌幌南ロータリークラブ 

国際親善交流会に参加させていただきました。 

留学生の方や、国際的に活躍している方とお話する機会をいただき、楽しませていただきました。 

参加させていただきありがとうございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 川端、三浦  計２名 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ３３月月  活活動動報報告告  

 

★３月第一例会（３月４日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会について、開会式やプログラム、懇親会、スポーツ交流会の場所について検討し、予約状況

を確認しました。またプログラムについて案が出され準備に向け話し合いました。 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 深貝様、蝦名様、樋坂様   計３名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、三浦、川端、蔡、門脇、長沢 計６名 

  

★３月第二例会（３月１８日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会について、日程を決定しました。また、会場について検討、確認しました。 

プログラムについて内容を話し合いました 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 樋坂様、大作様、川下様  計３名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、後藤、三浦、長沢  計５名  

 

 
 

 

★札幌幌南ロータリークラブ夜間例会参加（３月２７日）★ 

会  場：ルネッサンス  

主催：札幌幌南ロータリークラブ 



札幌幌南ロータリークラブ夜間例会に参加させていただきました。 

今年度上半期の活動報告をさせて頂きました。 

また普段お話ができないロータリアンの皆様の貴重なお話を聞かせていただきました。 

そして例会について勉強をさせていただきました。この機会を今後の活動に活かしていきたいと思います。 

参加させていただきありがとうございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、三浦  計３名 

 

 

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ４４月月  活活動動報報告告  

 

★４月第一例会～タイ語講座～（４月１日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★タイ語講座★ 

講師：プー 

タイ語講座を行いました。タイ語の自己紹介やあいさつを教えてもらいました。 

タイ語のあいさつには男性言葉と女性言葉の他に、どちらでもない中間の人の言葉があることなどを学び、楽し

く勉強できました。 

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会について、スポーツ交流会の場所について検討し、予約のための企画書を確認しました。 

またプログラムについて検討し準備に向け話し合いました。 

★４月第２例会について★ 

第２例会は移動例会とし、ボーリング大会を企画することになりました。 

内容について話し合いました。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 蝦名様、川下様  計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、三浦、後藤、プー、川端、蔡 、深貝 計７名 

 

 
 

 ★富良野RAC創立３０周年記念式典参加（４月１１日）★  

会  場：新富良野プリンスホテル  

主催：富良野ローターアクトクラブ 

富良野RAC創立３０周年記念式典に参加してきました。 

記念プログラムでは、ガラス細工やワインやジュースのラベル作りなどを体験してきました。 

富良野の自然や伝統を感じられるものとなり、富良野のRACはじめ２５００地区の方々と交流することができ

ました。富良野ローターアクトクラブの皆様、創立３０周年おめでとうございます。 

 

【出席者】 



＜ＲＡＣ＞ 川端、後藤、三浦、計３名  

 
 

 

 

★４月第二例会～ボーリング大会～（４月１５日）★  

会  場：すすきのノルベサ スガイボウル  

ボーリング大会を行いました。 

ボーリングが趣味の方も、ブランクがある方も、共に１位を目指しボーリングを楽しみました。 

上手な方はもちろん、最初はなかなかピンが倒れなかったメンバーも次第に感覚をつかみ、ストライクを出すま

でとなり、それぞれのメンバーが楽しめた大会となりました。ボーリングを通して親睦を深めることができまし

た。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞ 柳様、高橋和彦様、樋坂様、川下様、高橋耕様  計５名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、川端、後藤、三浦、門脇、プー、吉田、深貝、伊東  計９名  

 

 

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ５５月月  活活動動報報告告  

 

★５月第一例会（５月９日慧林寺の花祭り・１０日豊平川ゴミ拾い）★  

５月９日【慧林寺の花祭りのお手伝い】 

会  場：慧林寺 

慧林寺の花祭りのお手伝いをさせて頂きました。 

例年取り、綿あめを作り来場した子供たちに配りました。初めは形作りに苦戦していた綿あめ作りでしたが、次

第に安定した形を作れるようになり、子供たちの要望に合わせてつくることができました。とても好評で、何度

も並んでくれた子供たちもいました。また、ビンゴ大会のお手伝いもさせていただき、来場した方々と一緒にお

祭りを楽しむことができました。慧林寺関係者の皆様、参加させていただきありがとうございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 深貝、後藤、門脇、吉田、伊東、  計５名  

 

 

 

５月１０日【豊平川ゴミ拾い】 

会  場：豊平川河川敷 

主催：札幌幌南ロータリークラブ 

豊平川ゴミ拾いに参加させて頂きました。 

晴天の中、ラジオ体操で体をほぐしたあと、軍手と火バサミでゴミを拾いました。タバコの吸殻や花火の残骸、

ビニールゴミなどが目立ちました。しかし参加された方々の力で、あっという間に河川敷のゴミがなくなりまし

た。私たちの暮らす街をより綺麗な場所にしたいという思いを改めて感じました。参加させていただきありがと

うございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 深貝、川端、三浦、吉田、プー、伊東、  計６名  

 



 

 

★RYLAセミナー参加（５月１６・１７日）★ 

会  場：慧林寺  

RYLAセミナーのお手伝い、セミナーへ参加させていただきました。 

普段交流のない会社の方たちや留学生の方々も参加しており、ディスカッション等を通し交流を持つことがで

きました。このセミナーで学んだ様々なことをこれからのローターアクトの活動はもちろん、仕事や学校、生活

の中でも活かしていきたいと感じました。貴重なセミナーに参加させていただきありがとうございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ お手伝い：門脇、プー   参加：深貝、吉田  計４名 

 

★５月第二例会（５月２０日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会の２日目に行われるスポーツ交流会の開催場所や、準備に向け話し合いました。 

★周年記念事業について★ 

周年記念事業の日程と大まかな場所の候補について話し合いました。 

★アクトマーク変更のお知らせ★ 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞  樋坂様、 川下様、高橋様  計３名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、後藤、吉田、川端、蔡 計５名  

 

 

★２５００地区 地区大会参加（５月２３・２４日）★ 

会  場：北見市民会館  

２５００地区 地区大会に参加してきました。 

山の水族館やハッカ記念館など現地のローターアクトの方々が用意してくれた北見独自のイベントを楽しむこと

ができました。また普段会うことのできない、２５００地区のアクトの方々と交流することができました。 



２日目には卒業式があり、感慨深いイベントとなりました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 後藤、三浦、吉田 計３名 

 

 

★なんでも相談会お手伝い（５月３１日）★ 

会  場：札幌駅前通地下広場  

主催：札幌幌南ロータリークラブ 

なんでも相談会のお手伝いをさせていただきました。 

なんでも相談会のチラシを歩行者に配り、声掛けを行いました。 

健康に関しての相談や、子供の事について相談をお持ちの方などが、「ありがとうございました」と帰っていく姿

を見ることができ、お手伝いのみの参加でしたが、やりがいを感じました。また、相談会後の打ち上げにも参加

させていただき、楽しませていただきました。参加させていただきありがとうございました。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 川端、三浦、蔡、プー、伊東  計５名 

 
 

 



  札幌幌南ローターアクトクラブ 
    ２２００１１４４～～１１５５年年度度  ６６月月  活活動動報報告告  

 

★６月第一例会（６月３日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会の２日目に行われるスポーツ交流会の準備、スケジュールや会場の施設等について話し合い

ました。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞  伊藤利通様、 川下様 計２名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、後藤、三浦、吉田 計４名  

 

 

★国内研修 IN沖縄（６月５～７日）★ 

 

場所：沖縄県那覇市・名護市 

主催：２５１０地区 

沖縄での国内研修に参加してきました。 

北海道の涼しい気候とは打って変わる高い湿度と暑さの中、盛りだくさんの国内研修をしてきました。 

泡盛酒造の見学や、沖縄独特の食文化に触れることで、沖縄の歴史や暮らしを学びました。 

また、現地のロータリアンとアクターの方々と慰霊の日に捧げる折り鶴制作を行いました。平和への願いを改め

て感じました。この機会で親睦を持てたアクターの方々と今後も繋がっていきたいと考えています。沖縄のロー

タリアン、アクターの方々お世話になりました。また企画して頂いた地区の皆さん、そして同行して頂いたロー

タリアンの方々ありがとうございました。 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 後藤、川端、吉田、伊東  計４名  

 

    

 

 

 



★６月第二例会（６月１７日）★  

会  場：エルプラザ  

プログラム：北海道交流会について  

       卒業生から 

★北海道交流会について★ 

来年度北海道交流会の２日目に行われるスポーツ交流会の開催場所や、準備に向け話し合いました。 

★卒業生からの一言★ 

今期で卒業する会員３名から一言挨拶がありました。 

たくさんお世話になりました。ありがとうございました。そして、アクトお疲れ様でした。今後もOBとして例

会やイベントに参加していただけたらと思います。 

 

【出席者】 

＜ＲＣ＞  樋坂様、 川下様、高橋和彦様 高橋耕様  計４名 

      ご出席いただきましたロータリアンの皆様ありがとうございました。 

＜Guest＞ 石川さん（赤平RAC） 

ご出席いただきましてありがとうございました。 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、後藤、三浦、川端、蔡、伊東 計７名  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★２５１０地区 地区大会（６月２７日）★ 

会  場：イマジンホテル＆リゾート函館  

２５１０地区 地区大会に参加してきました。 

札幌幌南からは３名の卒業生が参加しました。 

卒業生からの言葉はもちろん、卒業生への手紙やビデオレター、アルバムの贈呈など感慨深いイベントとなりま

した。また、後藤会員が男性MVPに輝きました！おめでとうございます！ 

ホストクラブである函館のアクトの皆さん、ありがとうございました。 

卒業生の皆さん、本当にお疲れ様でした。 

 

【出席者】 

＜ＲＡＣ＞ 伊藤、深貝、川端、後藤、三浦、吉田、伊東 計７名 

 

   

 

 


