
2016～2017年度

国際ロータリー第2510地区ローターアクト

日　時： 平成28年10月22日（土）

提唱ロータリー： 赤平ロータリークラブ

場　所： スターライトホテル（芦別市）

ホストクラブ ： 赤平ローターアクトクラブ



20:00～　二次会

 様

　…「会長」「幹事」「会計・広報」「奉仕」のグループに分かれて、ディスカッションと発表を行う

17:00～　開会式 【司会】

18:00～　懇親会 【司会】 北口　星

余興

締めの挨拶 国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員 宇戸　啓隆  様

プログラム

14:00～　受付開始

14:30～　開会式 【司会】 長谷川　大介

国歌・ローターアクトソング斉唱

ご来賓・参加クラブ紹介 国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵

乾杯の挨拶 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

15:00～　メインプログラム① 【進行】 石川　樹

吉田　直輝

パネルディスカッション　「ローターアクトの各役職の役割と求められることについて」

15:50～　メインプログラム② 【進行】 石川　樹

赤平ローターアクトクラブ会長 小野寺　知香

千歳ローターアクトクラブ直前会長 汪　可怩

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表ノミニー

グループディスカッション　「ローターアクトの各役職に分かれ、今年度の目標を掲げる」

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

開式の辞 第44回地区協議会実行委員長 塩地　恵実

地区ローターアクト代表挨拶 国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵

実行委員長挨拶 第44回地区協議会実行委員長 塩地　恵実

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵　【参加したパネリスト】

 様

提唱ロータリークラブ会長挨拶 赤平ロータリークラブ会長 高江　智和理  様

ご来賓挨拶 国際ロータリー第2510地区ガバナーエレクト 國立　金助

長谷川　大介

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

閉会の辞 第44回地区協議会実行委員長 塩地　恵実

 様

諸事連絡・記念写真撮影

講評 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



 様

◎  様 ●  様  様

 様  様  様

 様  様  様

 様

◎  様 ●  様  様

 様

 様

●

札幌幌南ローターアクトクラブ ◎

◎ ●

◎ ●

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  様 （森ロータリークラブ）

参加者ご芳名 ≪◎：会長　○：副会長　●：幹事≫　

　ご来賓

国際ロータリー第2510地区ガバナーエレクト 國立　金助  様 （函館ロータリークラブ）

　ロータリークラブ

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 （室蘭北ロータリークラブ）

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 （札幌幌南ロータリークラブ）

国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員 赤山　登　  様 （岩見沢ロータリークラブ）

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 （千歳ロータリークラブ）

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 （函館東ロータリークラブ）

国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員 宇戸　啓隆  様 （赤平ロータリークラブ）

赤平ロータリークラブ 高江　智和理 三上　洸二 岡田　知治

木村　盛雄 竹俣　紀孝 　塙　邦弘

千歳セントラルロータリークラブ 岩下　誠

国際ロータリー第2510地区代表補佐 吉田　直輝 （函館大学ローターアクトクラブ）

早坂　喜幸 松尾　和俊 渡部　芳己

　ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2500地区】

（名寄ローターアクトクラブ）

三浦　幸恵

中島　裕

国際ロータリー第2500地区ローターアクト代表 辛島　俊英

　ローターアクトクラブ【国際ロータリー第25１0地区】

国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 （赤平ローターアクトクラブ）

釧路北ローターアクトクラブ 斎藤　慎也 菅原　崇洋

網走ローターアクトクラブ 立花　健

帯広ローターアクトクラブ

武田　奨悟

大野　晃和 桜木　晴香 澁田　友莉亜

長谷川　大介 北口　星小野寺　知香

国際ロータリー第2510地区直前代表

鳥越　翼 土門　哲也 村山　はるか

石川　樹　 （赤平ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2510地区幹事 鈴江　凌　 （赤平ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2510地区広報 吉田　剛　 （札幌幌南ローターアクトクラブ）

千歳ローターアクトクラブ 吉岡　毅

函館大学ローターアクトクラブ 釜萢　真希

　蔡　爽

川瀬　千尋

武田　洋平 田中　美晴 山下　彩夏

国際ロータリー第2510地区会計 太田　亮　

国際ロータリー第2510地区広報 塩地　恵実 （赤平ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2510地区広報 汪　可怩 （千歳ローターアクトクラブ）

日野　幹太 三上　めぐみ

（札幌幌南ローターアクトクラブ）

赤平ローターアクトクラブ



國立ガバナーエレクトご挨拶 高江赤平RC会長ご挨拶 会場の様子

ローターアクトソング斉唱 三浦地区代表挨拶 塩地実行委員長挨拶

川下地区RA副委員長の笑顔 司会の赤平RAC長谷川幹事 塩地実行委員長の開会宣言

今年度は芦別市にて開催 三浦代表と塩地実行委員長 遠路はるばるお越しいただきました

開会式 

 第44回地区協議会が赤平ローターアクトクラブがホストのもと

開催されました。地区大会から4か月後に再びホストを務めるとい

うことで、大変なご苦労があったかと思いますが、無事当日を迎え

られました。 

 参加人数が若干少ない印象は否めませんが、参加されたメン

バーで、当地区の課題を共有しながら、今後何が求められるかを

学ぶ一日にできればと思い、式典が始まりました。 



◆パネルディスカッションの主な内容◆

①会長職

　▽会長職はクラブや地区を引っ張る立場として、クラブや地区をまとめることを十分に意識していかなけ

　　ればならない。また、将来のクラブ・リーダーとなる資質を養う機会を与えることも求められる。

　▽そのうえで、「雰囲気づくり、メリハリを出すこと」「1対1の対話を重視すること」「クラブ・地区

　　の顔として、様々な行事に積極的に参加する」「ロータリアンとの繋がりを大切にする」「自分の弱み

　　をあえて出すことで、相談できる相手、一緒に活動してくれる仲間、楽しさや活動をシェアすることも

　　重要」といった声もあがった。

②幹事職

　▽幹事の役割は、会長職と最もつながりの深い役職であるほか、「物事を整理し、円滑に連絡を行うスキ

　　ルが求められる」とされている。

　▽そのうえで、「会長と幹事は"夫婦関係（何でも言い合え、協力できる関係）"」「ほう・れん・そう

　　の徹底」「迅速に案内を出したり、締切を守ったりとミスがないように注意する」「ムードメーカーに

　　なる」「役割を誰かに任せるなどある種の図々しさも求められる」「会長のフォローは必要不可欠」と

　　いった声もあがった。

③広報職

　▽なぜ広報という役職が必要か？についてディスカッションを行い、「ローターアクトとは何ぞやという

　　PR」「ロータリアンも含めたクラブの宣伝（行事含む）」「ホームページやFacebookを通じて各種

　　行事のシェア等」「会員一人ひとりの思い出にもなる」という声があがった。

④各種奉仕活動について

　▽奉仕活動は「クラブ奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」「専門知識開発」「財務」の５つの委員会に分か

　　れており、それぞれの目的を達成するために行事を行わなければならない。

　▽札幌幌南RACは「天使の園訪問」、赤平RACは「お楽しみクリスマス会」「盲導犬募金」、千歳RAC

　　は「国際フードパーティ」、函館大学RACは「海岸清掃」など、各クラブともそれぞれの地域に根差

　　した行事を主宰しており、機会があればぜひ他クラブの会員も招いて実施できればなお良い。

進行役の石川地区直前代表 現役アクターの経験を伝えました 大変有意義な時間でした

メイン 

プログラム① 

 前半のメインプログラムは、地区や各クラブの「役職とその役割」

について、パネルディスカッションを行いました。 

 石川地区直前代表を進行役に、三浦地区代表、汪千歳

RAC直前会長、小野寺赤平RAC会長、吉田地区代表ノミニー

をパネリストとして、貴重なお話をしていただきました。 

 経験した・今まさに経験しているからこそ伝えられるお話は、今

後のローターアクト生活に大いに生かせると思っています。 



会長Aチームの様子① 会長Aチームの様子② 会長Aチームの様子③

会長Bチームの様子① 会長Bチームの様子② 会長Bチームの様子③

幹事チームの様子① 幹事チームの様子② 幹事チームの様子③

会計・広報チームの様子① 会計・広報チームの様子② 会計・広報チームの様子②

メイン 

プログラム② 

 後半のメインプログラムは、「会長」「幹事」「会計・広報」「奉

仕」という今年度の役職に沿ったグループ分けを行い、各役職が

求めらる役割と具体的な活動内容、そして今回参加された全員

の目標を立てることをディスカッションのメインテーマとしました。 

 各グループとも、他のクラブの方法や具体的な手法等について

意見を交えることができ、大変有意義な時間だったと思います。

今後、各クラブにぜひ生かしていただきたいと思います。 



石山地区RA委員長のご講評 塩地実行委員長による閉会宣言 三浦地区代表による点鐘

奉仕Bチームの様子① 奉仕Bチームの様子② 奉仕Bチームの様子③

奉仕Aチームの様子① 奉仕Aチームの様子② 奉仕Aチームの様子③

閉会式 

 各グループのご協力もあり、普段何気なく行っている自分たちの

役職とその役割を再認識できた地区協議会となりました。 

 石山地区RA委員長のご講評の中にも、「自分たちの役割を

しっかりと果たし、"ほう・れん・そう"を意識して、職場や地域社会

に貢献できるように」というお話がありました。ローターアクトの活動

でも、いろいろと考え、意識しながら努力していきたいと思います。 

 皆様のおかげで有意義な協議会となり、感謝申し上げます。 



石山地区RA委員長も奮闘！

川本地区RA副委員長の乾杯 余興が始まります♪ アカペラタイム①

赤平RC三上さんが受賞！ 帯広RAC川瀬さんもGet！ 宇戸地区RA委員の締めの乾杯

アカペラタイム② 盛り上げていただきました！ お絵かきゲームの開始です！

お題を確認しています 作戦会議中…

懇親会 

 閉会式後は、懇親会にて参加者それぞれで交流を深めました。 

 余興ではホストクラブである赤平RACによるアカペラの披露と、

各テーブル対抗によるお絵かきリレーが行われました。 

 赤平RACは6月の地区大会に引き続いてのホストで準備等大

変だったかと思いますが、濃密な協議会になりましたこと、感謝申

し上げます。また、お忙しいところ遠路はるばるお越しいただきまし

た皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。 



◆MEMO◆



◆発行年月◆ 平成28年11月

◆発 行 元◆ 国際ロータリー第2510地区ローターアクト


