
2020年8月29日時点

役職 氏名 Ｄ 所属RC G年度 役職 氏　名 D 所属RC

元ＲＩ理事 16-18 　渡辺 浩子 2530 福島２１

豊田 06-07 　白相 淑久 2550 馬頭小川

理事長 鈴木 孝雄 2580 東京池袋 14-15 　倉茂　章 2560 頸北

副理事長 片山　勉 2660 大阪東 17-18 　本間 啓介 2560 村上

細川 𠮷博 2500 帯広北 18-19 　大森 順方 2580 東京北

松良 千廣 2520 仙台南 13-14 　若林 俊樹 2600 戸倉上山田

栃木 秀麿 2550 足利わたらせ 16-17 　北川 雅一朗 2610 金沢

上山 昭治 2580 東京武蔵野中央 16-17 　渡邊 芳一 2620 清水中央

岡部 一輝 2610 南砺 16-17 谷本 宏太郎 2620 静岡

木村 静之 2630 岐阜加納 18-19 リビー・J・マテュー 2620 パワー浜松

刀根 荘兵衛 2650 敦賀 16-17 　柴田 正明 2650 長浜

滝澤 功治 2680 神戸須磨 14-15 　土井 晶三 2660 高槻西

宮﨑 清彰 2740 諫早北 14-16 　間石 成人 2660 高槻西

水野　功 2750 東京飛火野 15-16 　大島 浩輔 2670 徳島プリンス

神野 重行 2760 名古屋名駅 17-18 　黒田 建一 2680 西宮イブニング

井原 實 2770 さいたま新都心 15-16 　貞包　忠 2700 大川

脇 洋一郎 2780 茅ヶ崎湘南 18-19 　太田 嘉正 2750 東京中央

池田 德博 2800 鶴岡西 14-15 　星野 勇介 2750 東京山の手

監 事 井上 暎夫 2660 千里 02-03 　岡田 雅隆 2760 犬山

細川 好弘 2510 静内 12-13 　落合 由理菜 2760 名古屋アイリス

佐久間 英一 2530 三春 16-17 　星野 晃一郎 2770 大宮

平澤 孝夫 2540 秋田東 16-17 　石田　隆 2780 逗子

山本 和則 2560 新潟南 15-16 　津留 起夫 2790 市原

前嶋 修身 2570 熊谷 16-17 　小松 栄一 2800 寒河江

轟　淳次 2590 川崎マリーン 19-20 　近藤 眞道 2660 高槻西

松村 友吉 2620 焼津 17-18 　市川 伊三夫 2750 東京銀座

福井 隆一郎 2640 堺 16-17 　渡邊 和良 2770 浦和北

佐々木 善教 2670 松山北 14-15 　津留 起夫 2790 市原

佐藤 芳郎 2690 岡山南 15-16 　斉藤 睦美 ー

安増 惇夫 2700 宗像 17-18 　武内 陽子 ー

晝田 眞三 2710 福山 19-20

永田 壮一 2720 熊本城東 17-18 　顧　問　 １名

田中 俊實 2730 鹿屋 14-15 　理事・監事・社員　 ３５名

宇佐見 透 2790 千葉幕張 14-15 　研修部門委員 ２４名

保延 輝文 2820 石岡 17-18 　アドバイザー 　３名

沼田 廣 2830 青森 19-20 　　 　事務局・事務局補佐 　３名

竹内 正幸 2840 太田 14-15 （重複除いて） 合計 ６５名
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　　　　　一社)国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 構成名簿
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