
役職名 氏　名 役職名 氏　名 役職名 氏　名
※会長 小林 勝 ※理事 伊丹 雅治 ※幹事 杉山 順一
※副会長 岡 良森 ※理事 土屋 巧 　副幹事 篠木 喜世
※直前会長 米山 晴敏 ※理事 小島 真 ※会場監督 原 兄多
※会計 矢岸 貞夫 　プログラム 石井 和郎 　親睦活動 服部 光弥

　未来 3035 田村 康晃
　クラブ研修リーダー 岡 良森

委員会名 委員長 副委員長 委　員

クラブ奉仕委員会 加藤 正幸 米山 晴敏
岡 良森 篠木 喜世 中山 和雄 片野 誠一

矢岸 貞夫
会場監督 原 兄多 鈴木 俊也 髙村 勝則 山田 定男
出席 遠藤 修弘 野村 諒子 矢岸 貞夫
親睦活動

服部 光弥 鈴木 俊也

大川  泰 吉村 真人 
土屋 和彦 野村 諒子
髙橋 大輔 髙村 勝則
伊丹 雅治 田村 康晃
鈴木 俊也 藤川 智徳
大村 典央 石井 和郎
中山 和雄 石井 司人

公共イメージ（広報・会報・IT)
鈴木 俊也 遠藤 修弘

野村 諒子 篠木 喜世
大庭 靖貴 土屋 巧
服部 光弥 山田 定男

情報・文献
山口 雅弘 伊丹 雅治

鈴木 俊也 藤川 智徳
遠藤 修弘 土屋 巧
山口 辰哉

会員増強・維持（選考・分類） 藤川 智徳 岡  良森 仲原 実圭 中山 和雄
野村 諒子 服部 光弥

プログラム 石井 和郎 大庭 靖貴 石井 司人 遠藤 修弘
田村 康晃 仲原 実圭

職業奉仕委員会
伊丹 雅治 髙村 勝則

石井 和郎 石井 司人
岡  良森 篠木 喜世
原 兄多 山本 良一

社会奉仕委員会
土屋 巧 土屋 和彦

鈴木 俊也 髙橋 大輔
田村 康晃 中村 徹
山口 雅弘 米山 晴敏

国際奉仕委員会
小島 真 大村 典央

遠藤 修弘 仲原 実圭
服部 光弥 藤川 智徳
山口 辰哉 山田 定男

未来 3035 委員会
田村 康晃 小島  真

石井 和郎 大村 典央
岡  良森 片野 誠一
野村 諒子 原 兄多

RLI 委員会
仲原 実圭 服部 光弥

伊丹 雅治 大庭 靖貴
髙村 勝則 土屋 和彦
米山 晴敏

クラブ細則検討 篠木 喜世 原 兄多 加藤 正幸 髙橋 大輔
仲原 実圭 服部 光弥

会計 矢岸 貞夫 髙橋 大輔 中村  徹
会計監査 大庭 靖貴 藤川 智徳 矢岸 貞夫
米山梅吉記念館運営委員長 矢岸 貞夫

■理事会・委員会構成　　　2022.7 〜 2023.6
理事・役員 ※……理事

※以外……役員

委員会構成表

※ 社会奉仕委員会は、社会奉仕・環境保全・新世代委員会を含む
※ 国際奉仕委員会は、ロータリー財団・米山奨学会・カンボジア児童教育支援委員会を含む
※ 会員増強維持委員会は、新会員研修を含む
※ 情報・文献委員会は広報委員会を補佐する
※ 「未来宣言」実施のために未来 3035 委員会を推進する〈思いはひとつ〉
理事・役員構成
●理事（9 名） …… 小林 勝　岡 良森　米山 晴敏　伊丹 雅治　土屋 巧　小島 真　矢岸 貞夫　原 兄多　杉山 順一
●役員（4 名） …… 篠木 喜世　石井 和郎　服部 光弥　田村 康晃


