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国際ロータリー第2510地区ホスト地区



国際ロータリー第2510地区　札幌幌南ロータリークラブ　会長　

点鐘 国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵

記念撮影

総評  様

20:30～　二次会

乾杯の挨拶 国際ロータリー第2510地区ガバナーエレクト 國立　金助  様

締めの挨拶

各地区ローターアクトPRタイム

中川　信喜  様

報告１　「第29回全国ローターアクト研修会の概要について」

第30回全国ローターアクト研修会　実行委員長 田嶋　諒一  様

議題３　「第30回全国ローターアクト研修会の進捗状況について」

国際ロータリー第2820地区ローターアクト代表  様

 様萩原　一貴

議題２　「第18回アジア第1ゾーン代表者会議のホスト地区選出について」

椎名　菜穂  様国際ロータリー第2770地区ローターアクト代表

議題４　「アジア第1ゾーン代表者会議要項の廃止及びアジア第1ゾーン代表者会議要綱の制定について」

三浦　幸恵

大河原　悠貴

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表

議題１　「第16回アジア第1ゾーン代表者会議の報告および収支報告について」

国際ロータリー第2840地区ローターアクトパスト代表　　

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表

国歌・ローターアクトソング斉唱

ご来賓・ご参加ロータリー・参加地区紹介

15:30～　議事 【議長】 石川　樹

ご来賓挨拶 国際ロータリー第2510地区ガバナー 國立　金助  様

プログラム

14:00～　受付開始

15:00～　会議開始

17:10～　会議報告 【司会】 吉田　直輝

【司会】 吉田　直輝

三浦　幸恵

三浦　幸恵

三浦　幸恵国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表点鐘

歓迎の挨拶

議題２　「アジア第1ゾーン代表者会議　事前アンケートとりまとめ結果について」

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵

会議報告 第17回アジア第1ゾーン代表者会議　実行委員長 鈴江　凌　

ご歓談

18:00～　懇親会 【司会】 石川　樹

国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員長 石山　嘉治

所持連絡 第17回アジア第1ゾーン代表者会議　実行委員長 鈴江　凌　



ご来賓ご芳名

参加者ご芳名

 様國立　金助国際ロータリー第2510地区ガバナーエレクト

国際ロータリー第2520地区ローターアクト　地区会計 角野　雄祐  様

石山　嘉治

国際ロータリー第2500地区（北海道東部）

国際ロータリー第2520地区（岩手・宮城）

 様国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員長

国際ロータリー第2500地区ローターアクト委員長 池田　真哲  様

国際ロータリー第2500地区ローターアクト代表 辛島　俊英  様

国際ロータリー第2500地区ローターアクト　地区幹事 藤崎　康之  様

国際ロータリー第2530地区（福島）

国際ロータリー第2530地区ローターアクト　地区パスト代表 千田　将士  様

国際ロータリー第2560地区（新潟）

国際ロータリー第2560地区ローターアクト委員長 吉井　直樹  様

国際ロータリー第2560地区ローターアクト代表 川越　健矢  様

国際ロータリー第2500地区ローターアクト　地区代表ノミニー 高瀬　英俊  様

国際ロータリー第2520地区ローターアクト代表 熊谷　信悟  様

国際ロータリー第2520地区ローターアクト　地区代表ノミニー 大髙　優歌  様

国際ロータリー第2560地区ローターアクト　地区代表エレクト 小日向　翼  様

国際ロータリー第2750地区（東京南部・パシフィックベイスン）

第29回全国ローターアクト研修会　実行委員長 田嶋　諒一  様

国際ロータリー第2770地区（埼玉南東）

国際ロータリー第2770地区ローターアクト委員長 井川　潤　  様

国際ロータリー第2790地区（千葉）

国際ロータリー第2790地区ローターアクト代表 福留　哉太  様

国際ロータリー第2800地区（山形）

国際ロータリー第2770地区ローターアクト代表 椎名　菜穂  様

国際ロータリー第2770地区ローターアクト　地区副代表 菅原　吏乃  様

国際ロータリー第2770地区ローターアクト　地区幹事 鵜沼　拓也  様

国際ロータリー第2770地区ローターアクト　地区会計 河本　翠　  様

国際ロータリー第2800地区ローターアクト代表 阿部　祐一朗  様

国際ロータリー第2800地区ローターアクト　地区幹事 清野　大智  様

国際ロータリー第2800地区ローターアクト　地区直前代表 竹田　貴大  様

国際ロータリー第2800地区ローターアクト　地区代表ノミニー 三浦　友介  様



国際ロータリー第2820地区（茨城）

国際ロータリー第2820地区ローターアクト委員長 弓野　博司  様

国際ロータリー第2820地区ローターアクト代表 大河原　悠貴  様

国際ロータリー第2830地区（青森）

国際ロータリー第2830地区ローターアクト代表 板橋　正浩  様

国際ロータリー第2830地区ローターアクト　地区幹事 増尾　拓磨  様

国際ロータリー第2820地区ローターアクト　地区幹事 後藤　千里  様

国際ロータリー第2820地区ローターアクト　地区副幹事 但野　実穂子  様

国際ロータリー第2840地区（群馬）

国際ロータリー第2840地区ローターアクト委員長 飯島　千明  様

国際ロータリー第2840地区ローターアクト　地区パスト代表 萩原　一貴  様

国際ロータリー第2510地区（北海道西部）

国際ロータリー第2510地区ローターアクト副委員長 川下　和光  様

国際ロータリー第2510地区ローターアクト副委員長 川本　康裕  様

国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員 今井　義憲  様

国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員 前田　浩志  様

国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員 渋谷　繁男  様

札幌幌南ロータリークラブ　会長 中川　信喜  様

札幌幌南ロータリークラブ　幹事 長沢　祐純  様

札幌幌南ロータリークラブ　青少年奉仕委員長 原口　康洋  様

札幌幌南ロータリークラブ 髙橋　耕　  様

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区代表補佐 浦野　倫正

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区代表補佐・地区代表ノミニー 吉田　直輝

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区会計 太田　亮　

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区広報 吉田　剛　

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区広報 塩地　恵実

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区広報 汪　可怩　

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区直前代表 石川　樹　

札幌幌南ローターアクトクラブ　会長 蔡　　爽　

札幌幌南ローターアクトクラブ　副幹事 伊東　かほり

山下　彩夏

札幌幌南ローターアクトクラブ　会計 銭　智美　

札幌幌南ローターアクトクラブ 深貝　友香梨

千歳ローターアクトクラブ　幹事 鳥越　翼　

千歳ローターアクトクラブ　会計 村山　はるか

札幌幌南ローターアクトクラブ プーワナット・スパープクン

赤平ローターアクトクラブ 田中　美晴

赤平ローターアクトクラブ 北口　星　

千歳ローターアクトクラブ　会長 吉岡　毅　

札幌幌南ローターアクトクラブ 蘇　聖涵　

赤平ローターアクトクラブ　会長 小野寺　知香

赤平ローターアクトクラブ　会計



会場の準備も万端！ 皆様をおもてなしします 最終確認中

司会進行の様子 三浦地区代表による点鐘 国歌・ローターアクトソング斉唱

三浦地区代表から参加者紹介 國立ガバナーエレクトご挨拶 三浦地区代表歓迎の挨拶

2510地区のみんなも参加 各地区からご参加の皆様① 各地区からご参加の皆様②

開会式 

 第17回アジア第1ゾーン代表者会議は、今年度は当地区がホ

ストのもと開催されました。 

 参加したことはあるものの、ホストの経験が皆無でありましたが、

できる限りの準備を進め、当地区の武器である「おもてなし」の心

を持って、ご参加各地区の皆様を歓迎いたしました。 

 有意義な時間となることを願い、会議がスタートいたしました。 



【第３号議案】第30回全国ローターアクト研修会の進捗状況について

　第2820地区大河原地区ローターアクト代表、但野実行委員長から

第30回全国ローターアクト研修会の進捗状況の報告がありました。

　2018年3月17日(土)から2日開催で、「SAIKAi」のテーマのもと、

茨城県の魅力を発信できる各種分科会を設ける旨の説明があり、報告

された内容を了承し、引き続き準備を進めていただくことを、全地区

賛成により可決されました。

※当地区が報告した4号議案の説明資料につきましては、【別紙１】にて記載のとおりです。

【第４号議案】アジア第１ゾーン代表者会議要項の廃止及びアジア第１ゾーン代表者会議要綱の制定について

　当地区ローターアクト代表の三浦から、「アジア第１ゾーン代表者

会議要項」の廃止、ならびに「アジア第1ゾーン代表者会議要綱」の

制定に係る提案がありました。

　ゾーン会議開催に当たり全般的かつ根本的な事項を要項に定めるほ

か、現状と要項に矛盾が生じている点等の内容についても整理した旨

の提案を行い、全地区賛成により可決されました。

【第１号議案】第16回アジア第1ゾーン代表者会議の報告および収支報告について

　第2840地区萩原地区ローターアクトパスト代表から、前年度第16

回アジア第1ゾーン代表者会議の会議報告および収支報告を行いまし

た。

　事前に提出された資料に基づき、議論された内容や会議に係る収支

ならびに収支残高を今年度ホスト地区である第2510地区に全額繰越

した旨を報告し、全地区賛成により可決されました。

【第２号議案】第18回アジア第1ゾーン代表者会議開催地区選出について

　第2770地区椎名地区ローターアクト代表、から、次年度第18回ア

ジア第1ゾーン代表者会議の開催地区に係る説明がありました。

　第2770地区の地区状況から、ホストを辞退したい旨の報告があり

ましたが、要項に沿って第3ブロックからの選出となることから、一

度第3ブロック内で協議し、年内をめどにホスト地区を選出していた

だくという条件付きで、全地区賛成により可決されました。

議事の様子 

 議事では、ロバート議事法により第１号～第４号議案について報

告及び審議がなされ、すべて承認されました。中身の濃い報告や細

かな点も含めた質問、様々な観点からの意見など、参考になる点が

多々ありました。また、至らない進行ではありましたが、皆様のおかげ

でスムーズに議事を進行できましたこと、この場をお借りして感謝申し

上げます。 



議事進行の様子 全員で集合写真。皆様、ありがとうございました！

※当地区がとりまとめた事前アンケートの結果につきましては、【別紙２】にて記載のとおりです。

三浦地区代表と鈴江実行委員長

【報告第１号】第29回全国ローターアクト研修会の概要について

　第29回全国ローターアクト研修会田嶋実行委員長から、第29回全

国ローターアクト研修会に係る概要の説明がありました。

　初めての海外開催となり、開催地がグアムであることから、グアム

の歴史や英語能力を生かしたプログラムを設ける予定であり、特にグ

アムの歴史については、日本人があまり認識されていない内容や太平

洋戦争から平和について考える構成となっており、大変興味深いと感

じました。

【報告第２号】第17回アジア第1ゾーン代表者会議事前アンケートのとりまとめ結果について

　当地区ローターアクト代表の三浦から、本会議前に実施した事前ア

ンケートのとりまとめ結果についてご報告いたしました。

　今回、質問事項を一部変更してアンケートを実施いたしました。時

間の都合上、説明を割愛しましたが、他地区のさまざまな取り組みや

行事は、今後の地区運営において大変参考になるものばかりであり、

今後とも積極的に情報交換を行っていきたいと思います。

閉会式 

 様々な議論を行いましたが、参加された皆様のご協力のおかげ

でスムーズな進行のおかげで、無事に終了することができました。 

 細かい点など反省点はありますが、このような道外各地の皆様

をお招きした行事をホストさせていただき、大変勉強になりました。 

 参加された皆様に、お忙しいところ遠方よりお越しいただきました

こと、改めまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 



北海道は…でっかいどう♪ 國立ガバナーエレクトと 中川札幌幌南RC会長による乾杯

この後はカラオケに行き、締めにお寿司やラーメンと、北海道の味覚を堪能し、夜が更けていきました･･･

2560地区のPRタイム 2770地区のPRタイム 2800地区のPRタイム

台風10号の募金も行いました 2520地区のPRタイム 2530地区のPRタイム

2820地区のPRタイム 2830地区のPRタイム 田嶋実行委員長からも全研のPR

懇親会 

二次会 

 会議終了後は、待ちに待った懇親会が始まり、各地区からいた

だいたおいしい日本酒も飲みながら、親睦を深めました。 

 毎年恒例の各地区PRタイムも設け、地区の垣根を越えた盛り

上がりで、ローターアクトの魅力を再確認した時間となりました。 

 二次会以降も話が尽きない皆様…気がづいたら深夜3時を

回っていました(笑)時間を忘れて楽しみました。 



二次会の様子④ 二次会の様子⑤ 二次会の様子⑥

二次会の様子① 二次会の様子② 二次会の様子③

当地区の食いしん坊です(笑) 第1ゾーンの繁栄を願い、万歳！ ゾーン会議恒例の日本酒飲み比べ

このたぬきは…!?懐かしい 募金お願いします★ ロータリアンの皆様

当日の写真 



◆発行年月◆ 平成28年10月

◆発 行 元◆ 国際ロータリー第2510地区ローターアクト


