
委　員　会　名 委員長 副委員長
１．クラブ奉仕委員会 川端 啓一 岡根 修司 加茂 次也 池田 裕之 嶋田 薫

中原 由輝広 天明 健司 轟原 伸哉
(1)出席・プログラム委員会 岡根 修司 吉田 丈彦 河北 勝彦 松田 敏明 柳田 雅範

濵田 惠 河畑 誠治 阪口 誠
鳥居 昭宏

(2)会員選考・職業分類委員会 池田 裕之 山本 哲三 地引 啓 富岡 成夫 山下 勝弘

(3)会員増強委員会 中原 由輝広 吉城 直孝 松下 一治 片岡 大 横田 孝久
嶋田 薫 池本 達也 市村 優次
河野 裕 吉田 丈彦 天明 健司
宮前 昭宏 石崎 浩二 轟原 伸哉

(4)親睦活動委員会 嶋田 薫 河野 裕 中原 由輝広 鳥居 昭宏 古谷 勝彦
奥村 龍一 吉田 丈彦 天明 健司
西村 隆至 宮前 昭宏 石崎 浩二
轟原 伸哉 西村 元理 久 寿一
西居 慎一郎 金治 好美

(5)広報・雑誌・資料委員会 天明 健司 美濃 弘和 川添 堯彬 山澤 正之 前川 経雄
吉田 丈彦 西村 隆至

(6)規定・情報委員会 加茂 次也 山田 茂樹 立岡 寛次 東 司 石橋 英司
濵谷 和也 中山 学 美濃 弘和

(7)クラブ会報委員会 轟原 伸哉 山下 勝弘 竹村 秀雄 東 司 山本 哲三
浅井 勝史 奥村 龍一

２．職業奉仕委員会 大島 規弘 富岡 成夫 本 一義 美濃 弘和 西村 元理
西居 慎一郎

３．社会奉仕委員会 山田 茂樹 立岡 寛次 村岡 万功 国宗 範彰 竹内 成介
中山 学 西  毅 河野 裕
久 寿一

４．国際奉仕委員会 坂井 俊之 宮前 昭宏 山澤 正之 奥田 昌義
(1)世界社会交流委員会 宮前 昭宏 竹中 照次 森田 康夫 吉澤 正人 池本 達也

古谷勝彦 金治 好美
(2)米山奨学委員会 山澤 正之 古谷 勝彦 米島 康夫 中原 由輝広

(3)ロータリー財団委員会 奥田 昌義 岩佐 嘉昭 清水 浩一 横田 孝久 渋川 了

５．青少年奉仕委員会 浅井 勝史 石崎 浩二 渋川 了
(1)青少年活動委員会 石崎 浩二 竹内 成介 本 文男 河畑 誠治 市村 優次

河野 裕 吉田 丈彦
(2)ローターアクト委員会 渋川 了 西村 元理 杉本 哲也 池本 達也 前川 経雄

奥村 龍一 鳥居 昭宏
６．中期計画委員会 国宗  範彰 石橋 英司 村岡 修 加茂 次也 山澤 正之

岩佐 嘉昭 横田 孝久 池田 裕之
川端 啓一 松田 和人 山田 茂樹

７．地区連絡委員会 岩佐 嘉昭 加茂 次也 石橋 英司 横田 孝久 大島 規弘
市村 優次 渋川 了 宮前 昭宏

米山カウンセラー 濵谷 和也 米山奨学生 ヴィ クイン ニュー
監　査 竹中 照次

世話人 副世話人 顧問
(1)ゴルフ親睦同好会 池本 達也 山田 茂樹 国宗 範彰 村岡 修 加茂 次也
(2)美味探訪の会 河畑 誠治 天明 健司 岩佐 嘉昭 池田 裕之 川端 啓一
(3)英会話同好会 濵田 惠 坂井 俊之 竹村 秀雄 松田 和人 嶋田 薫 中原 由輝広
(4)絵画同好会 東 司 中原 由輝広 浅井 勝史 大島 規弘 山田 茂樹
(5)ワイン同好会 山田 茂樹 奥田 昌義 片岡 大 市村 優次 阪口 誠 坂井 俊之
(6)ラグビー同好会 奥村 龍一 杉本 哲也 理事会出席者
(7)文楽同好会 竹中 照次 国宗 範彰 渋川 了

横田 孝久
出向者 〇 会 長 村岡 修 〇直前会長 池田 裕之
加茂 次也 〇副会長 川端 啓一 〇会長エレクト 川端 啓一
石橋 英司 〇 幹 事 松田 和人 副(次)幹事 山田 茂樹
岩佐 嘉昭 〇 会 計 阪口 誠 副(次)会計 嶋田 薫
大島 規弘 〇ＳＡＡ 市村 優次 副(次)ＳＡＡ 渋川 了
渋川 了
宮前 昭宏

役職者（〇：役員）

2022-23年度 地区幹事
ローターアクト委員会 委員 副代表幹事 岩佐 嘉昭 常任幹事 市村 優次

公共イメージ向上委員会 委員
ロータリー財団委員会 委員

クラブ奉仕・拡大増強委員会 副委員長
100周年記念事業企画グループ 委員

IM４組 ガバナー補佐エレクト 
地区委員会

クラブ奉仕・拡大増強委員会 委員長

理事・役員・委員会構成・同好会・地区出向者

委　　員

同　好　会 理事


