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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　

次年度地区ローターアクト役員紹介

山下　彩夏　

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　次年度地区RA代表

 様

提唱ロータリークラブ会長挨拶 札幌幌南ロータリークラブ会長 中川　信喜　  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　

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回地区大会実行委員長 伊東　かほり

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回地区大会実行委員長 伊東　かほり

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 川下　和光　

15:15～　年間活動報告

15:45～　表彰式 【司会】 松原　京介

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・塩地　恵実・汪　可怩　

地区ローターアクト代表挨拶

プログラム

14:00～　受付開始

14:30～　開会式 【司会】 松原　京介

20:30～　二次会

 様

17:15～　開会式 【司会】

祝宴

締めの挨拶 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　  様

松原　京介

点鐘

16:15～　卒業式 【司会】 松原　京介

次年度地区ローターアクト代表紹介 国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 三浦　幸恵　

国際ロータリー第2510地区ローターアクト　次年度地区RA代表

山下　彩夏　

18:00～　懇親会 プーワナット・スパープクン【司会】

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回地区大会実行委員長 伊東　かほり

 様

次年度地区ローターアクト代表挨拶

諸事連絡・記念写真撮影
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稚内ローターアクトクラブ 山本　紘輝 佐藤　竜次

北見ローターアクトクラブ 森谷　真和 藤崎　絵里 四十物　逸

国際ロータリー第2500地区代表ノミニー 高瀬　英俊　 （富良野ローターアクトクラブ）

札幌幌南ライラックロータリー衛星クラブ

国際ロータリー第2500地区幹事 藤崎　康之　 （網走ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2500地区第1ブロック代理 早崎　怜央　 （稚内ローターアクトクラブ）

深貝　亨 藤田　理恵 松根　壽史男

高橋　耕 荒木　俊和 網干　要

伊藤　利道 伊藤　嘉英 蝦名　大典

大作　佳範 大友　淳 川上　由美子

北川　好和 近藤　浩 酒井　正

斉藤　朋博 佐藤　和広 佐野　剛

高橋　和彦 田澤　泰明 土谷　享

寺尾　壽晃 中時　浩二 針谷　毅

安藤　由香里

松本　直子 宮澤　学志 山田　良一

　奥　朋聡 大平　洋太

　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）

門野　冴美

国際ロータリー第2500地区ローターアクト代表 辛島　俊英　

釧路北ローターアクトクラブ 斎藤　慎也

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

札幌幌南ロータリークラブ 佐々木　雅之 長沢　祐純 樋坂　修

加藤　康夫 　柳　孝一 原口　康洋

千歳ロータリークラブ 大西　信也 今野　良紀

千歳セントラルロータリークラブ 坂井　治

恵庭ロータリークラブ 川原　光男

岩見沢ロータリークラブ 齋藤　聡

（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）

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）

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 （網走ロータリークラブ）

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 中川　信喜　  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 （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長 石山　嘉治　  様 （森ロータリークラブ）

　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



 様

 様

 様

 様

　

◎

◎

札幌幌南ローターアクトクラブ ◎

村重　カンナ 伊藤　晴竹（OB）

村山　はるか

佐々木　ななみ

深貝　友香梨 松原　京介プーワナット・スパープクン

国際ロータリー第2660地区副幹事 藁科　みゆき （吹田ローターアクトクラブ）

　ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2560～2820地区】

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 （下館ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2510地区代表補佐 浦野　倫正　 （札幌幌南ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2560地区ローターアクト代表 川越　健矢　 （三条ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2590地区横浜東ローターアクトクラブ会長 橋村　淳矢　

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）

（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

国際ロータリー第2510地区直前代表

五十嵐　唯香 田名網　孝介 土門　哲也

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 伊藤　諒

　蔡　爽

室蘭北ローターアクトクラブ 畠山　裕太

田中　美晴

餌取　皇大

伊東　かほり 浦野　智美

北口　星 武田　洋平小野寺　知香

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）

三浦　幸恵　

　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 （札幌幌南ローターアクトクラブ）



今年度は札幌市にて開催 三浦代表と伊東実行委員長 ご来賓の皆様

会場の様子 最終確認中① 最終確認中②

決まっている司会の松原くん 伝説再び!?ソングリーダー吉田さん 三浦地区代表挨拶

伊東実行委員長挨拶 國立ガバナーエレクトご挨拶 中川札幌幌南RC会長ご挨拶

開会式 

 第44回地区大会が札幌幌南ローターアクトクラブによるホスト

のもと開催されました。本地区大会は北海道外からも4名の皆

様が参加していただき、多くの人数が集った式典となりました。 

 当地区の地区大会は1年間の総決算と次年度に向けた決意

を確認するために毎年度、年度末に開催されています。挨拶等

でも1年間の感謝をお伝えする場面が多々ありました。良い点は

継続し、悪かった点はしっかり反省し、次年度につなげていきます。 



吉田地区広報でした(笑) お酒の席での写真もありました…顔真っ赤ですね(笑)

いきなり現れたその後ろ姿は!?

報告する汪地区広報当日のスライドの様子…全国RA研修会です！

報告する塩地地区広報

活動報告 

 開会式終了後、地区広報から今年度地区が行った活動につ

いての報告が行われました。今年度は振り返ると、台湾との合同

例会やフリーマーケット出店、先刻RA研修会も初の海外開催と、

初めての試みが多かった1年でもありました。 

 これまでの固定概念にとらわれず新たなことに挑戦することは、

地区がレベルアップするためには必要不可欠です。と同時に根拠

を持ち筋道を立てて準備することの大切さも学んだ1年でした。 



◆ベスト企画賞◆札幌幌南RAC…料理例会楽しかったです♪

表彰される札幌幌南RAC

料理例会で奮闘したプーさん

表彰される千歳RAC

◆会員増強証◆千歳RAC…なんと8人増！素晴らしい！

吉岡千歳RAC会長の喜びの声

表彰式① 

 活動報告終了後、特に頑張ったクラブや会員を表彰する表彰

式が行われました。表彰されたクラブや会員は以下のとおりです。 

 近年は表彰するクラブや会員が固定化されてきているように思

います。各クラブは、毎年度表彰されているクラブの良い点をどん

どん吸収していってほしいと感じます。また、個人賞は特に若い会

員の表彰が減ってきています。先輩たちから多くのことを学び、自

発的に考え、積極的に行動していってほしいと願っています。 



◆MVA男性部門◆石川　樹（赤平RAC）

表彰される石川会員

3回目のMVA授賞です！

◆最優秀クラブ賞◆札幌幌南RAC…ベスト企画賞とのW受賞

表彰される札幌幌南RAC

蔡札幌幌南RAC会長の力！

表彰式② 

【受賞クラブ】 

○会員増強証   … 千歳RAC 

○ベスト企画賞  … 札幌幌南RAC 

○最優秀クラブ賞 … 札幌幌南RAC 

 受賞されたクラブの皆様、おめでとうございます！ 



◆最優秀個人賞◆三浦　幸恵（札幌幌南RAC）

表彰される三浦会員

地区代表お疲れ様でした！

◆MVA女性部門◆伊東　かほり（札幌幌南RAC）

表彰される伊東会員

実行委員長、お疲れ様です！

表彰式③ 

【受賞者】 

○MVA男性部門 … 石川 樹（赤平RAC） 

○MVA女性部門 … 伊東 かほり（札幌幌南RAC） 

○最優秀個人賞  … 三浦 幸恵（札幌幌南RAC） 

 受賞された会員の皆様、おめでとうございます！ 



◆卒業生◆吉岡　毅さん（千歳RAC）

北村OGが満を持しての登場

今後もお世話になります！

◆卒業生◆田中　美晴さん（赤平RAC）

石川会員からの感謝の手紙

大好きな日本酒を贈りました

卒業式① 

 地区大会のメイン行事である卒業式。今年度で卒業される計

6名の会員の皆さんを盛大に送り出しました。 

 卒業生の皆さんも笑いあり涙あり、そして在校生の皆さんももら

い泣きしてしまう…今年度も感動する時間となりました。 

 今まで頼ってきた先輩たちがいなくなるのはさみしいですが、先

輩たちの意志を受け継ぎ、次年度も一生懸命頑張りたいと思い

ます。卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます！ 



卒業生ムービー内のインタビューの様子

◆卒業生◆汪　可怩さん（千歳RAC）

自撮りしちゃいました(笑)

村山会員は思いがあふれ号泣

◆卒業生◆土門　哲也さん（千歳RAC）

カメラが得意な土門さん

田名網会員から感謝を込めて

表彰式② 



卒業生を見送る在校生の皆さん

◆卒業生◆太田　亮さん（札幌幌南RAC）

地区の宴会部長でした！

札幌幌南RAC会長・幹事コンビ

◆卒業生◆吉田　剛さん（札幌幌南RAC）

幼馴染の三浦会員からの手紙

数々の笑いを提供してくれました

卒業式③ 



本当に… ありがとうございました！ また会いましょう！

卒業生退場です！ 今年度まで… たくさんお世話になり…

■□ 卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます！ □■

「翼をください」を伴奏する蔡会長

卒業式④ 



三浦地区代表の点鐘 「百花繚乱」な一日でした おまけです

山下次年度地区代表の決意表明 石山地区RA委員長のご講評 伊東実行委員長の閉会宣言

交通安全PR自転車リレー旗引継ぎ 今年度作成したバナーも引継ぎ 次年度地区役員の紹介

北海道RA交流会開催証引継ぎ 地区代表パンツ引継ぎ 笑っちゃいます(笑)

閉会式 

 閉会式では、次年度地区代表紹介および決意表明などが行

われました。当初内定していた地区代表予定者が一身上の都

合により辞退するという状況となり、急きょ赤平RAC山下彩夏さ

んが就任することとなりました。 

 また、1年間地区を引っ張ってきた三浦地区代表をはじめ地区

役員の皆様、ホストを務めた伊東実行委員長をはじめ札幌幌

南RACの皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。 



ホストクラブと一緒に… 日本酒いただいております 川本地区RA副委員長の乾杯

今年度の3トップです 次年度のアクト3トップです 札幌幌南RACによる恋ダンス

石山地区RA委員長の卒業式 2年間ありがとうございました 退任される地区RA委員の皆様

川下次期地区RA委員長の乾杯 乾杯！懇親会始まりました 名刺交換…大切ですね

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。

余興では札幌幌南RACによる「恋ダンス」の披露と、今年度で退

任される石山地区RA委員長の「卒業式」、そして同じく退任され

る地区RA委員の皆様にも記念品を贈呈しました。 

 石山地区RA委員長と歩んだこの2年間は、まさに「ゼロからの

スタート」でしたが、多々ご協力いただいたおかげで、一歩ずつ魅

力ある地区に成長していきました。2年間ありがとうございました。 



◆発行年月◆ 平成29年8月

◆発 行 元◆ 国際ロータリー第2510地区ローターアクト


