
2017～2018年度

国際ロータリー第2510地区ローターアクト

日　時

テーマ： "One"ダフル！

場　所

：

：

2018年6月30日（土）

プレミアホテル-TSUBAKI-札幌（札幌市）

ホスト： 国際ロータリー第2510地区ローターアクト

地区役員一同





20:45～　二次会

諸事連絡・記念写真撮影

18:00～　懇親会 【司会】 北口　星

始めの乾杯 国際ロータリー第2510地区副代表幹事 石山　嘉治　  様

余興（各地区・クラブPRタイム）

締めの乾杯 国際ロータリー第2510地区青少年奉仕委員長 西方　洋昭　  様

閉会宣言 第45回地区大会実行委員長 石川　樹　　

点鐘 国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 山下　彩夏　

講評 国際ロータリー第2510地区ローターアクト委員長 川下　和光　  様

次年度地区ローターアクト役員紹介

　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区代表ノミニー 小野寺　知香

次年度地区ローターアクト代表決意表明

　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区代表ノミニー 小野寺　知香

17:15～　閉会式 【司会】 村山　はるか

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 山下　彩夏　

15:15～　表彰式 【司会】 村山　はるか

15:50～　卒業式 【司会】 村山　はるか

 様

15:00～　地区年間活動報告

　　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー第2510地区ローターアクト　地区広報 深貝　友香梨

実行委員長挨拶 第45回地区大会実行委員長 石川　樹　　

ご来賓挨拶 国際ロータリー第2510地区ガバナーノミニー 福田　武男　

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 山下　彩夏　

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 山下　彩夏　

点鐘 国際ロータリー第2510地区ローターアクト代表 山下　彩夏　

開会宣言 第45回地区大会実行委員長 石川　樹　　

プログラム

14:30～　開会式 【司会】 村山　はるか
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ご参加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 橋村　淳矢　

ご参加ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2560地区】

　地区直前代表 川越　健矢　 （三条ローターアクトクラブ）

▶千歳セントラルロータリークラブ

四方　信次 大下　和志

▶千歳ロータリークラブ

今野　良紀 前田　浩志

　何　暁光 　李　英愛 安藤　由香里 加賀　謙二 川端　さなえ

　韓　笑 　全　今淑

針谷　毅 深貝　亨 藤田　裕美子

和田　壬三

▶札幌幌南ライラックロータリー衛星クラブ

　柳　孝一 樋坂　修 網干　要

蝦名　大典 大作　佳範

斉藤　朋博 佐野　剛 髙橋　和彦

武藤　哲雄 横岡　潤一 渡部　芳己

▶札幌幌南ロータリークラブ

髙橋　新作 竹島　緋出雄 竹俣　紀孝 西出　達司 　塙　邦弘　

藤永　貞治 藤原　税 堀口　貴久 三上　洸二 宮川　徹

植村　真美 岡田　知治 岡本　織絵 片根　信郎 菊島　孝次

菊島　好孝 木村　盛雄 菅原　恵一 仙田　哲夫 髙江　智和理

地区ローターアクト委員 齋藤　聡　　 （岩見沢ロータリークラブ）

▶赤平ロータリークラブ

松尾　和俊 早坂　喜幸 阿部　浩保 石野　茂 和泉　義雄

地区ローターアクト委員 髙橋　耕　　 （札幌幌南ロータリークラブ）

地区ローターアクト委員 渋谷　繁男　 （小樽ロータリークラブ）

地区ローターアクト委員 宇戸　啓隆　 （赤平ロータリークラブ）

地区ローターアクト委員 山中　正一　 （千歳ロータリークラブ）

地区ローターアクト副委員長 川本　康裕　 （室蘭北ロータリークラブ）

地区ローターアクト委員 堀　英二　 （函館東ロータリークラブ）

地区財団資金管理運営委員 関根　悟　　 （千歳セントラルロータリークラブ）

地区RYLA委員 北川　好和　 （札幌幌南ロータリークラブ）

第11グループガバナー補佐 黒島　一生　 （函館東ロータリークラブ）

地区ポリオプラス委員長 伊藤　利道　 （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長 川下　和光　 （札幌幌南ロータリークラブ）

ご参加ロータリアン【国際ロータリー第2510地区】

地区代表幹事 森川　順治　 （函館ロータリークラブ）

国際ロータリー第2510地区副代表幹事 石山　嘉治　 （森ロータリークラブ）

国際ロータリー第2510地区青少年奉仕委員長 西方　洋昭　 （岩見沢ロータリークラブ）

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地区ガバナーノミニー 福田　武男　 （千歳ロータリークラブ）
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▶千歳ローターアクトクラブ

佐々木　文也 　森　琢哉 北村　秀美（OG）

▶赤平ローターアクトクラブ

長谷川　大介 塩地　恵実 鈴江　凌 武田　洋平

伊藤　晴竹（OB） 太田　亮　（OB） 吉田　剛　（OB）

▶札幌幌南ローターアクトクラブ

浦野　倫正 伊東　かほり 浦野　智美 上浦　由莉子 　蔡　爽

▶室蘭北ローターアクトクラブ

畠山　裕太

　地区直前代表 三浦　幸恵　 　（札幌幌南ローターアクトクラブ）

　地区代表ノミニー 小野寺　知香 　（赤平ローターアクトクラブ）

　地区広報 松原　京介　 　（札幌幌南ローターアクトクラブ）

　地区広報 北口　星　　 　（赤平ローターアクトクラブ）

　地区幹事 村山　はるか 　（千歳ローターアクトクラブ）

　地区広報 深貝　友香梨 　（札幌幌南ローターアクトクラブ）

　地区代表 山下　彩夏　 　（赤平ローターアクトクラブ）

　地区副代表 石川　樹　　 　（赤平ローターアクトクラブ）

▶帯広ローターアクトクラブ

濱谷　隆弘

参加ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2510地区】

▶稚内ローターアクトクラブ

早崎　怜央 北崎　あずさ 佐藤　竜次

▶網走ローターアクトクラブ

立花　健 藤崎　康之

▶根室ローターアクトクラブ

菊地　拓也

　地区広報 門野　冴美　 （帯広ローターアクトクラブ）

▶北見ローターアクトクラブ

森谷　真和

　地区直前代表 大河原　悠貴 （下館ローターアクトクラブ）

ご参加ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2500地区】

　地区幹事 斎藤　慎也　 （釧路北ローターアクトクラブ）

　大阪天満橋ローターアクトクラブ 竹内　壮志　

ご参加ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2820地区】

ご参加ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2660地区】

　大阪東ローターアクトクラブ 甲斐　翼　　

ご参加ローターアクトクラブ【国際ロータリー第2640地区】

　地区会計 鈴木　淳也　 （御坊ローターアクトクラブ）



深貝地区広報による活動報告 様々な行事に参加しました エコバックは卒業生が作成

山下地区代表の挨拶 石川実行委員長の挨拶 福田ガバナーノミニーご挨拶

名司会ぶりに注目！！ 山下地区代表による点鐘 道外各地区のアクター

最終確認中… １年間地区を引っ張りました ２年ぶりのコンビです

開会式 

活動報告 

 １年間の集大成である地区大会が札幌市にて開催いたしました。

今回は諸般の事情により、地区役員がホストとなり準備をるという特

殊な事情にも関わらず、約120名ものご登録をいただき、当日を迎

えることができました。 

 当日は、参加された皆様にとって有意義な1日となるよう地区内

ローターアクター一同団結し、地区大会が始まりました。 



佐々木会員の喜びの声

◆会員増強賞：千歳RAC◆…他クラブはもっと頑張りましょう（汗）

キレートレモンは飲みましたか？

長谷川会長、1年間頑張った！

実行委員長の好物が副賞です

◆ベスト企画賞：赤平RAC◆…様々な活動を企画し、実践しています

表彰式① 

 深貝地区広報による地区年間活動報告が終わり、表彰式が始ま

りました。会員増強賞は千歳RACが受賞したものの、他クラブの新

入会員は皆無という残念な結果でした、次年度は、会員増強に力

を入れて取り組んでいかなければならないと感じました。 

 ベスト企画賞は、赤平RACが授賞。今後も地区全体で様々なア

イディアを出し、たくさんの行事を企画・運営していきたいと思います。 



◆最優秀クラブ賞：千歳RAC◆…北海道交流会と周年は見事でした！

会員増強賞とW受賞！

次年度も期待してます！

◆MVA男性部門：千歳RAC　森　琢哉さん◆

イイ顔してますね♪

当地区イチの盛り上げ役です

表彰式② 

 最優秀クラブ賞は、千歳RACが授賞。今年度は北海道RA交流

会とクラブ創立30周年記念式典という大きな行事が続きましたが、

団結してそれぞれの行事を見事に運営した頑張りは大変すばらしく、

今後の千歳RACの活動に期待できる1年でした。 

 そんな千歳RACから、MVA男性部門で森 琢哉さんが授賞。次

年度も"パリピ"らしく地区やクラブを盛り上げていってください♪ 



◆MVA男性部門：札幌幌南RAC　深貝　友香梨さん◆

今年は写真を撮りまくりました

次年度も地区広報を務めます

◆最優秀個人賞：赤平RAC　山下　彩夏さん◆

川下地区RA委員長と一緒に

本当に１年間お疲れ様でした

表彰式③ 

 MVA女性部門は、札幌幌南RAC深貝 友香梨さんが授賞。1

年間地区広報として様々な行事に参加し、地区のPRのためにホー

ムページやFacebook等で活動を発信し続けてくれました。 

 最優秀個人賞は、文句なしで赤平RAC山下 彩夏さんが授賞。

急きょ地区代表を引き受けた1年でしたが、持ち前の笑顔と行動力

で地区を引っ張り、地区の危機的状況を乗り越えてくれました。 



お祝いムービー上映中 札幌幌南RACからは感動のメッセージ 「赤平の本気」を魅せます！

◆地区RA委員会特別賞：赤平RAC　山下　彩夏さん◆

川下地区RA委員長から授賞理由発表

見事なリーダーシップでした

表彰式④ 

 そして、山下地区代表にサプライズ。地区RA委員会から今年度1

年間の活躍を賞し、特別賞が贈呈されました。山下地区代表、W

授賞おめでとうございます。 

 次年度以降も、各クラブ様々な例会や行事を企画し、積極的な

活動に取り組むことを期待しています。また、会員増強や周知広報

においても重点的に行っていただければと思います。 

卒業式① 

 表彰式の後は卒業式を執り行いました。今年度末で卒業する会

員は7名。皆さん、様々な思いを巡らせて当日を迎えました。 

 卒業生入場後、卒業生へ感謝の気持ちを込めた「お祝いムー

ビー」を上映しました。これまでの活躍の様子を写した写真や、各クラ

ブからのお祝いメッセージも上映し、卒業生は感極まった様子でした。

お祝いムービーはYoutubeでご覧できますので、ぜひご覧ください。 



蔡さんから皆さんへ…

深貝さんからの贈る言葉

◆卒業生◆蔡　爽さん（札幌幌南RAC）

三浦さんから皆さんへ…

上浦さんから感謝の言葉

◆卒業生◆三浦　幸恵さん（札幌幌南RAC）

卒業式② 

 続いて、卒業証書授与が行われました。三浦さんは地区代表も

経験され、その明るさと元気さを武器に、たくさんのローターアクターと

交流され、地区の発展に大きく貢献されました。 

 蔡さんは、在籍中に双子のお子さんが生まれ、育児をされてる中で

も例会や行事に参加し、持ち前の明るさで皆さんを癒してくれました。

また、会員に中国語や中華料理を教えている姿も印象的でした。 



◆卒業生◆山下　彩夏さん（赤平RAC）

武田くんからの贈る言葉

山下さんから皆さんへ…

◆卒業生◆伊東　かほりさん（札幌幌南RAC）

深貝さんから感謝の言葉

伊東さんから皆さんへ…

卒業式③ 

 伊東さんは、地区広報をはじめ前年度は地区大会実行委員長を

務めるなど、与えられた役割を黙々とこなしていました。また、後輩た

ちに対して優しくフォローする姿は素敵でした。 

 山下さんは、長年ローターアクトの活動に積極的に参加されたほか、

様々な役職も歴任しました。最終年度は地区代表として苦労したこ

とも多いかと思いますが、見事にその大役を務め上げました。 



◆都合により卒業式に参加できなかった卒業生の皆様◆

■□卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます！□■

山下地区代表の挨拶

丸山 達也さん（千歳RAC）

道外各地区のアクター

塩地 恵実さん（赤平RAC）今井　涼さん（千歳RAC）

名司会ぶりに注目！！ 山下地区代表による点鐘

卒業式④ 

 今回、3名の方が都合により参加することができませんでしたが、卒

業生の皆さんには大変お世話になりました。皆さんから教わったことを

活かして、これからのローターアクトを引っ張っていきたいと思います。 

 最後、参加者でアーチを作り、クラッカーを鳴らして見送られながら、

卒業生が退場しました。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございま

す。そして、ありがとうございました。 



■□皆様のご協力のおかげで、""One"ダフル！な1日となりました！！□■

川下地区RA委員長のご講評 石川実行委員長の閉会宣言 山下地区代表涙の点鐘です

地区代表バッジの引継ぎ 次年度は自転車リレー実施！ 次年度は全員で小野寺さんを支えます

閉会式 

 閉会式では、山下地区代表から小野寺地区代表ノミニーに地区

代表バッジをはじめ、交通安全PR自転車リレー旗、地区代表パンツ

等を引継ぎされました。小野寺次年度地区代表の決意表明では、

次年度に対する並々ならぬ決意を感じました。 

 最後、山下地区代表が涙ぐみながら点鐘し、式典が終了しました。

ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 



無事、サプライズ成功！ 西方地区青少年奉仕委員長の締めの乾杯 楽しい時間を共有できました

良い飲みっぷりですね☆ みんなのHero、じゅんじゅん 何やらコソコソと準備中…

2500地区のPRタイム 今年の北海道交流会は稚内！ 北海道でもおなじみのレルヒ

司会の北口地区広報 石山地区代表幹事の乾杯のご発声 道外各地区の濃ゆい皆様と(笑)

懇親会① 

 懇親会では、石山地区副代表幹事の乾杯のご発声で始まり、各

テーブルとも食事やお酒を囲んで、様々な話で盛り上がりました。 

 途中、各地区PRタイムを行い、参加各地区によるユーモアのある

PRが行われました。各地区PRタイムの最後には恒例（？）の、お

土産でいただいた日本酒を嗜む場面もあり、参加者同士の親睦が

さらに深まったと思います。 



二次会の様子…その２

二次会の様子…その１

■□改めて…卒業生のみんなで写真を撮りました□■

めめちゃん、喜んでくれました

鈴江くんから感謝の言葉

◆卒業生◆塩地　恵実さん（赤平RAC）

懇親会② 

 また、卒業式に参加できなかった塩地さんが懇親会で合流し、サプ

ライズで塩地さんへの卒業証書授与式を執り行いました。塩地さん

も驚いていましたが、喜んでいただけたようでホッとしました・ 

 今年度地区大会は6月30日でしたので、翌日から新年度のス

タートでした。三次会では今年度終了と次年度の始まりのカウントダ

ウンを行い、次年度も協力し、頑張ろうという意思を統一させました。 



『第45回地区大会を終えて』

　去る、６月３０日札幌市にて開催されました第４５回ローターアクト地区大会に、福田　武男

ガバナーノミニーをはじめ地区役員や提唱ロータリークラブのロータリアンの皆様から多数のご

登録ご臨席をたまわり誠に感謝申し上げます。そして当地区のアクト地区大会は毎年年度末に開

催されることもあり隣の２５００地区や道外から有効地区のアクターが多数参加していただいて

おります。これは当地区のアクターが年間を通して道内外を精力的に活動した証でもあります。

さて、先ほども申しましたように当地区アクトの地区大会は年度末に開催されますこれはアクト

の卒業式や年間表彰を行うためです。

　年間表彰は、会員増強賞・ベスト企画賞・最優秀クラブ賞・ＭＶＡ男性部門・女性部門・最優

秀個人賞です。ベスト企画賞は赤平ローターアクトクラブが受賞致しました。会員増強賞と最優

秀クラブ賞は千歳ローターアクトクラブが受賞致しました。

　そして、ＭＶＡ男性部門は千歳ローターアクトクラブの森　琢哉（モリ　タクヤ）会員・ＭＶ

Ａ女性部門は札幌幌南ローターアクトクラブの深貝　友香梨（フカガイ　ユカリ）会員・最優秀

個人賞は赤平ローターアクトクラブの山下　彩夏（ヤマシタ　アヤカ）会員が受賞致しました。

それぞれのクラブがそして会員それぞれが年間を通して精一杯アクト活動を頑張った結果である

と思います。受賞したクラブ・受賞した会員は次年度も受賞できるように頑張って頂きたいと思

いますし、受賞できなかったクラブ・受賞できなかった会員は次年度こそは受賞できるように本

年度同様に次年度もアクト活動を頑張って頂きたいと思います。私も当地区アクターが活動に専

念できるよう地区委員と連携協力しサポートして参ります。

　また、卒業式ではこれまで当地区アクトの中心メンバーとして活動して頂きました山下　彩夏

地区代表をはじめ女性５名男性２名のメンバーが卒業を迎えました。当地区ではこの５年間長き

に渡りアクターとして活動して頂いた方の卒業を毎年迎えている状況です。早急に会員増強とア

クト年数の浅い会員の育成を急務としております。次年度はアクト年数の浅い会員のための勉強

会やローターアクト学友会員との交流などで様々な経験を積んで頂きたく考えております。少し

話がそれてしまいましたが、山下代表をはじめ卒業生のみなさまご卒業おめでとうございます。

当地区ローターアクターとして活動いただき感謝申し上げると同時に今後はローターアクト学友

として当地区アクトの発展のために共に活動して参りましょう。

　最後に、当地区アクト地区大会は年度の総仕上げと次年度への襷を渡す意味合いも御座いま

す。地区代表の引き継ぎ式や次年度地区役員紹介などを行い次年度の地区代表が地区代表として

どのような年にしていくのか意気込みを発表します。そして新たな一年が始まります。

　本年は私も地区委員長として一年目でした。國立ガバナーをはじめ多数のロータリアンのみな

さまにサポートしていただき誠に感謝申し上げます。次年度はよりローターアクトのことを地区

内ロータリアンの皆様全てに知っていただけるように全身全霊を注いで参りますので今後とも

ローターアクトを宜しくお願い致します。

国際ロータリー第2510地区

ローターアクト委員長　川下　和光



『第45回地区大会を終えて』

国際ロータリー第2510地区　

ローターアクト代表　山下　彩夏

　平成３０年６月３０日（土）札幌市にて「”One”ダフル！」というテーマのもと、第４５回地

区大会が執り行われました。

　例年、地区代表を輩出するクラブが地区大会のホストを務めていますが、今年度のホストは私

たち地区役員という異例の形となり、特定のクラブ、そしてそのホストクラブを支える提唱ロー

タリークラブがいない状態での開催となりました。そのような中、私が所属する赤平ローターア

クトクラブの提唱クラブであります赤平ロータリークラブの皆様、また本地区大会が札幌市での

開催となったこともあり、札幌幌南ロータリークラブの皆様をはじめ数多くのロータリアンの皆

様よりご登録をいただき、心より御礼申し上げます。

さて、当地区の地区大会は現年度の集大成となる行事で、主に年間活動報告、活躍したクラブや

会員の表彰、卒業を迎えた会員を祝う卒業式、次年度地区代表による決意表明を行っています。

今年度は石川実行委員長が中心となり、地区内の各クラブ会員をうまく巻き込みながら、多くの

時間と労力をかけて準備してくれました。そのおかげで、懇親会中に参加された皆様方のテーブ

ルへお伺いした際に「とても感激した」「心温まる地区大会だった」などのお言葉をかけていた

だきました。私自身も感動的かつ幸せな時間を多くの皆様と共有でき、大変嬉しく思います。

　本地区大会の終了をもって私の地区代表としての任期を終えました。リーダーとして組織を指

揮する経験の乏しい私がリーダーシップを十分に発揮できず、特に地区役員、ローターアクト委

員会の皆様にはご迷惑をおかけしました。私にとって新たなチャレンジであった地区代表という

役職を経験させていただき、今まで深く考えもしなかった「リーダーはどうあるべきか・どう振

る舞うべきか」という貴重な機会をいただきました。また、「人を動かす・人を育てる」ための

より良い方法についても考え、その難しさや欠かすことのできないことにも気づかせていただ

き、人として成長できたと感じています。

次年度は小野寺地区代表を中心に当地区ローターアクター全員で、今年度に解決できず課題を残

してしまった会員増強の問題や２０２１年３月に当地区がホストとして開催することを目指して

いる第３３回全国ローターアクト研修会に向けた準備を１つ１つ着実に進めていってほしいと

願っています。

　最後に、今年度最終日という大変お忙しい中ご出席してくださいました福田武男ガバナーノミ

ニー、石山嘉治副代表幹事をはじめとするご来賓ならびにロータリアンの皆様、遠路はるばるお

越しくださいました北海道内外の友好地区ローターアクター１７名の皆様に心より感謝いたしま

す。ありがとうございました。



『“One”ダフル！な地区大会』

国際ロータリー第2510地区　

第45回地区大会実行委員長　石川　樹

　2018年6月30日、札幌市にて「第45回地区大会」が執り行われました。

　当地区における地区大会は地区年間活動報告、表彰式、卒業式、次年度地区代表決意表明等を

メインプログラムとし、年度末に開催しております。

　今回は、諸般の事情により地区役員がホストを務めるという異例の体制での開催となりました

が、総勢120名を超えるご登録をいただきました。

　本地区大会を成功させるため、昨年11月ごろから山下地区代表と幾度となく話し合いを行い、

このような体制下であることから、地区内各ローターアクトクラブを巻き込み、地区内会員が一

人ひとり主役となり、文字どおり「一丸」となって準備を進めました。

　準備期間中には実行委員長として反省することも多々ありましたが、私が所属する赤平ロー

ターアクトクラブ内では「赤平の“本気”を魅せるぞ！」といった声をはじめ、地区内でも「卒業

生を盛大に祝うぞ！」「山下地区代表、小野寺地区代表ノミニーの雄姿を目に焼き付けるぞ！」

といった“思い”を皆さんが持っていただき、行動する姿には本当に助けられました。会員個々が

本気になって、当日のために仲間とともに汗を流し、様々な場所に足を運んだり、時にはデスク

上で成功のために知恵を出し合ったり…この準備期間は、私たち会員にとってもレベルアップで

きた、たくさんの発見があった時間でもありました。

　そして、当日。地区年間活動報告では、１年間地区として頑張ってきた私たちの姿を、表彰式

では、今年度特に頑張ったクラブや会員の達成感や生の声、卒業式では、在校生の感謝の気持ち

と卒業生のこれまでの苦労や楽しい思い出や、参加者に対する感動のメッセージ、そして、小野

寺次年度地区代表による次年度に向けた力強いメッセージもあり、濃密な時間になったかと思い

ます。

　その後の懇親会、二次会、三次会（日付・年度が変わる瞬間に、みんなでカウントダウンした

時間はとても印象深かったです）、そしてシメのラーメンや寿司…楽しい時間はあっという間に

過ぎ、長いようで短い地区大会は、無事滞りなく終了することができました。

　地区大会が終わった２日後にペンを走らせていますが、今になって「ここをこうすれば良かっ

た！」とか「あの時あんなことしておけばなぁ…」と、地区大会を振り返って感じることがいく

つかあります。その反省は、今後のローターアクト活動にしっかり活かし、次年度が私にとって

最終年度となりますが、また新たな気持ちで頑張りたいと思います。

　終わりになりますが、年度末のお忙しいところ、遠方よりお集まりいただきました皆様、そし

て本地区大会成功のために、たくさんの激励や応援、ご登録やご協力をいただきました全ての皆

様に厚く御礼を申し上げます。皆様のおかげで、「“One”ダフル！」な地区大会になりました。

誠にありがとうございました！
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