
2016～2017年度

国際ロータリー第2510・3500地区ローターアクト

日　時： 平成28年12月3日（土）

場　所： プレミアホテル-TSUBAKI-札幌（札幌市）
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◆日 時◆２０１６年１２月３日（土）１７時～  ◆提唱(輔導社)◆新竹北区＆2510 地区 

  ◆例会場◆プレミアホテル‐TSUBAKI－札幌 

 

 

■本日のスケジュール（今日流程）■ 

１．点鐘（鳴鐘）  ≪三浦≫  

 

２．ローターアクトソング斉唱（團歌 日本扶青歌 大合唱） 

 

３．ビジター・ゲスト・オブザーバーの紹介（來賓 長輩 扶青團介紹）                

 

４．ご来賓挨拶 第 2510地区ローターアクト担当地区幹事 （扶青負責團隊 地區秘書）                     

荒井竜一様 

 

５．地区代表挨拶 第 2510地区ローターアクト（2510地區 地區代表致詞）   

≪三浦≫ 

 

６．会長挨拶 新竹北區ローターアクト会（新竹北區會長致詞）  ≪Wewe≫ 

 

７．地区代表挨拶 第 3500地区ローターアクト（3500地區 地區代表致詞）   

≪Dennis≫ 

 

 

１ 本日の議題（本日主題） 

○ 記念品贈呈（交換紀念品） 

 

○ バナー交換（交換錦旗） 

 

  ○ 役員報告・委員会報告、連絡 (四大主委 報告 聯絡) 

▼ 幹事報告（秘書報告）  

▼ 会計報告（財務報告） 

 ○ 今後のスケジュール 

８．点鐘（閉會鳴鐘）  ≪Wewe≫  
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２ 懇親会 

 ○ 乾杯 

 

 ○ パワーポイント閲覧（投影片分享） 

 

 

９．講評 

①第 3500 地区新竹善宇ロータリー様挨拶（3500 地區輔導委員講評） 

 ②第 2510 地区ローターアクト委員長挨拶（2510 地區輔導主委講評） 

 

 

■会員数■ 

◆第 2510 地区ローターアクト会員数◆  

男性 ２６名 女性 ２６名 計 ５１名（2016 年 12 月 3 日現在） 

◆新竹北區ローターアクトクラブ会員数◆ 

男性  ８名 女性  ６名 計 １４名（2016 年 12 月 3 日現在） 

 

 

■ローターアクトソング■             作詞・作曲：矢野一郎（東京 RC） 

世界は広し   われらは若し   いのちの限り   誇りに生きん 

熱き血潮を   誠と愛にそそぎつくして   悔いあるべきや 

ローターアクト   ローターアクト   われら若人 

ローターアクト   ローターアクト   若さ燃ゆるよ 

 

 

■We are the new generation■          曲：Linda 郭、莊政彥  詞：Linda 郭 

 We are the new generation  We are the young blood 

 Together， make it happen  We can make this a better world 

 Please repeat “A” again 

  

未 

來是我們的目標    希望是我們的原動力 

 讓我們手牽手一起努力  因為我們是新的一代  

 服務大眾  關懷社會  來自於我們的內心和愛心 

 我們就像太陽一樣  因為我們是新的一代 

 

 We are the new generation  We are the young blood 

 Together， make it happen  We can make this a better world 

 Please repeat “A” again 



  ご参加者                                              

ご来賓 
      

ローターアクト担当地区幹事 
 

荒井 竜一 様（札幌南ロータリークラブ） 
 

ご参加 ロータリークラブ【第 3500地区】 
     

ローターアクト委員 
 

楊淳婷 様（新竹善宇社） 
  

       
ご参加 ロータリークラブ【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） 

 
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） 

 
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） 

 
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） 

 
ローターアクト委員 

 
宇戸 啓隆 様（赤平ロータリークラブ） 

 

       
恵庭ロータリークラブ 

 
◎川原 光男 様  ○石川 俊則 様  川口 了久 様 

札幌幌南ロータリークラブ 
 

斉藤 朋博 様 
   

       
ご参加 ローターアクトクラブ【第 3500地区】 

      
地區代表 

 
郭哲豪 様（楊梅團） 

  
会長 & 直前地區代表 

 
沈威任 様（新竹北區團） 

  
地區國際 & 地區代表エレクト 

 
吳譽文 様（新竹北區團） 

  

       
新竹北區團 

 
○林聖諺 様  許淙竣 様  陳建文 様  呂權倬 様 

       
参加 ローターアクトクラブ【第 2510地区】 

      
地区代表 

 
三浦 幸恵（札幌幌南ローターアクトクラブ） 

 
地区代表補佐＆地区代表ノミニー 

 
吉田 直輝（函館大学ローターアクトクラブ） 

 
地区幹事 

 
鈴江 凌（赤平ローターアクトクラブ） 

  
地区会計 

 
太田 亮（札幌幌南ローターアクトクラブ） 

 
地区広報 

 
吉田 剛（札幌幌南ローターアクトクラブ） 

 
地区広報 

 
塩地 恵実（赤平ローターアクトクラブ） 

 
地区広報 

 
汪 可怩（千歳ローターアクトクラブ） 

  
地区直前代表 

 
石川 樹（赤平ローターアクトクラブ） 

  

       
札幌幌南ローターアクトクラブ 

 
◎蔡 爽  深貝 友香梨  蘇 聖涵  門脇 みなみ 

千歳ローターアクトクラブ 
 

○鳥越 翼  村山 はるか 
  

                                

                      会長（團長）◎ 幹事（秘書）○ 



三浦地区代表歓迎の挨拶 新竹北区RAC・Wewe会長ご挨拶 3500地区Dennis代表のご挨拶

3500地区RA委員の楊さま 荒井地区幹事のご挨拶 鈴江地区幹事と汪地区広報の司会

三浦地区代表による参加者紹介 荒井地区幹事のご紹介 台湾からの参加者紹介

三浦地区代表の点鐘 君が代斉唱 ローターアクトソング斉唱

合同例会の 

様子① 

 2015～2016年度の海外研修で台湾を訪れた際に交流を深

めた国際ロータリー第3500地区新竹北区RACの皆様が、この

度北海道を訪れるということで、合同例会を開催いたしました。 

 海外のクラブとの合同例会は、当地区ではなかなかない行事で

はありましたが、両地区の会員が有意義な時間を過ごせるよう、

当日まで準備を進めてまいりました。例会前は再会を喜ぶ姿がた

くさんありました。 



記念品の贈呈です

たくさんのバナーが！

ロータリアンの皆様が交換したバナーとともに

ロータリアン同士のバナー交換

Wewe会長と石山地区RA委員長 台湾のお土産もいただきました 両地区代表同士で

三浦地区代表歓迎の挨拶 Wewe会長の点鐘 両地区代表による乾杯

合同例会の 

様子② 

 その後、両地区のバナーや記念品、そしてお互いの国や地域の

特産品を交換いたしました。 

 日本語と中国語、そして英語を使って例会は進行され、いよい

よお待ちかねの懇親会がスタートしました。昨年度から続いている

交流がさらに深まり、話が尽きませんでした。海外の方々とこのよ

うに友情を深めることができるのもローターアクトの大きな魅力だと

改めて感じました。 



懇親会スタート！ 各テーブルで親睦を深めます Wewe会長と汪地区広報

■□ 集合写真 □■

2510地区の紹介 楊3500地区RA委員のご講評 石山地区RA委員長のご講評

合同例会の 

様子③ 

 懇親会の途中には、3500地区と2510地区それぞれで、パ

ワーポイントを使った地区紹介を行いました。 

 台湾の魅了ある場所や精力的に活動している様子も聞くことが

でき、大変参考になる点もありました。また、2017年に開催され

るインターローターのPRもありました。 

 当地区からも北海道や地区の紹介、そして北海道の魅力など

も発信させていただきました。 



Leoとは7月以来の再会♪ 二次会にて、Jamesの写真でパシリ☆

Chrisは日本語がとっても上手！

Jamesと太田地区会計も…深夜3時…会話は尽きません！ラーメンもおいしかったです

完全に出来上がってます…

合同例会 

おまけ 

 懇親会終了後は、ローターアクト全員で札幌・大通公園の

「ミュンヘン・クリスマス市」を見に行き、テレビ塔に上って札幌市内

の景色を見てきました。 

 そのあとは二次会を開催し、さらに楽しい時間を過ごすことがで

きました。気づけば深夜1時を過ぎていました。締めは、札幌名物

味噌ラーメンを食しました。…最後まで飲んでいたのは、やっぱり

太田地区会計と石川地区直前代表でした(笑) 



◆MEMO◆



◆発行年月◆ 平成29年1月

◆発 行 元◆ 国際ロータリー第2510地区ローターアクト


