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地区役員及び委員会構成

ガバナー 服部 良男 岡崎 地区指名委員会（つづき） 松前 憲典 一宮中央
ガバナー補佐（南尾張分区） 村瀬 秀和 東海 千田 毅 名古屋東

（西尾張分区） 黒野 晃太郎 あま 加藤 陽一 瀬戸
（東尾張分区） 古田 嘉且 江南 立法案審議委員会 服部 良男 岡崎
（西名古屋分区） 深谷 友尋 名古屋みなと 岡部 快圓 名古屋大須
（東名古屋分区） 柴田 幸男 名古屋北 片山 主水 名古屋東南
（東三河分区） 高桑 耐 豊川宝飯 田嶋 好博 名古屋北
（西三河中分区） 小島 哲夫 豊田中 神野 重行 名古屋名駅
（西三河分区） 近藤 一幸 知立 岩月 昭佳 岡崎

地区諮問委員会 福田 浩三 名古屋空港 加藤 定伸 名古屋名駅
盛田 和昭 名古屋 副ガバナー 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
神戸 政治 あま 地区研修リーダー 田中 正規 西尾
石川 和昌 豊橋 地区監査役 森 恒夫 名古屋瑞穂
松本 宏 半田 分区幹事 （南尾張分区） 佐藤 雅之 東海
内藤 明人 名古屋西 （西尾張分区） 鈴木 正徳 あま
野村 重彦 刈谷 （東尾張分区） 波多野 智章 江南
福田 清成 江南 （西名古屋分区） 岩佐 信機 名古屋みなと
岡部 快圓 名古屋大須 （東名古屋分区） 朝倉 淳一 名古屋北
豊島 德三 一宮北 （東三河分区） 柴田 浩志 豊川宝飯
大島 宏彦 名古屋 （西三河中分区） 中山 憲和 豊田中
髙橋 治朗 名古屋西 （西三河分区） 鈴木 民也 知立
斎藤 直美 豊田 研修委員会 ◎ 田中 正規 西尾
江崎 柳節 小牧 ○ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
片山 主水 名古屋東南 ○ 神野 重行 名古屋名駅
大澤 輝秀 豊川 光岡 新吾 豊田
田嶋 好博 名古屋北 桐渕 利次 岡崎城南
松前 憲典 一宮中央 鈴村 與左衛門 あま
千田 毅 名古屋東 杉浦 敏夫 豊田
田中 正規 西尾 奥田 清仁 豊田
近藤 雄亮 名古屋瑞穂 鈴木 文勝 小牧
加藤 陽一 瀬戸 金田 英和 名古屋東山
服部 良男 岡崎 早川 和男 名古屋東山
神野 重行 名古屋名駅 地区戦略計画委員会 ◎ 服部 良男 岡崎

地区幹事 岩月 昭佳 岡崎 ○ 神野 重行 名古屋名駅
地区副幹事 林 和夫 岡崎 近藤 雄亮 名古屋瑞穂

菅井 龍一 岡崎 加藤 陽一 瀬戸
岩月 一郎 岡崎 村井 總一郎 豊橋
松原 広幸 岡崎 危機管理委員会 C 片山 主水 名古屋東南
中村 重嗣 岡崎 C 神野 重行 名古屋名駅
尾崎 篤司 岡崎 ◎ 黒田 勝基 高浜
荻須 文一 岡崎 ○ 髙木 政義 名古屋大須
天野 惠一 岡崎 寺本 善雄 名古屋みなと

地区会計長 河合 潤 岡崎 佐藤 裕彦 豊橋
地区監事 蜂須賀 利雄 岡崎 西本 一幸 名古屋南
地区事務長 加藤 博巳 岡崎 竹内 幹尚 豊川
地区スタッフ 大村 康雄 岡崎 篭橋 美久 名古屋中

石川 敏郎 岡崎 金田 英和 名古屋東山
谷 泰男 岡崎 中村 公彦 名古屋名東
福澤 玉青 岡崎 神戸 邦夫 豊橋南
花市 佳明 岡崎 尾関 孝英 名古屋北
岡田 邦義 岡崎 地区財務委員会 ◎ 榊原 勝俊 西尾
太田 成紀 岡崎 ○ 髙須 洋志 名古屋瑞穂
福島 葉子 岡崎 大竹 一義 瀬戸
安福 良豊 岡崎 拡大委員会 ◎ 千田 毅 名古屋東
石川 勝敏 岡崎 ○ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂

ガバナーエレクト 神野 重行 名古屋名駅 八神 基 名古屋栄
次期地区幹事 加藤 定伸 名古屋名駅 朱宮 新治 犬山
地区指名委員会 ◎ 田中 正規 西尾 栁澤 幸輝 名古屋東

○ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂 岡本 巧 刈谷

2016‐17年度 地区役員及び委員会構成
C：カウンセラー ◎：委員長 ○：副委員長
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会員増強委員会 ◎ 光岡 新吾 豊田 インターアクト委員会（つづき） 青山 五郎 東知多
○ 山﨑 克弥 西尾 下出 啓介 名古屋名東
○ 澤田 文雄 豊田東 太田 和孝 名古屋千種
出田 真太郎 名古屋名南 大島 賀樹 小牧
松村 晋也 瀬戸 梅村 守 春日井
羽田野 道明 名古屋栄 鵜飼 正巳 稲沢
水越 彌生 刈谷 伊藤 基 津島
酒井 良輔 半田 山口 哲司 名古屋瑞穂
松林 信吾 半田南 ローターアクト委員会 ◎ 西本 一幸 名古屋南
石井 弘子 名古屋錦 ○ 村田 誠一 名古屋みなと

職業奉仕委員会 ◎ 匹田 雅久 豊橋北 天野 英一郎 田原
○ 鋤柄 喜彦 名古屋東南 富田 清孝 江南
中山 信義 名古屋錦 森 眞 一宮中央
小川 耕示 刈谷 江﨑 雅彰 豊橋
和田 典之 名古屋清須 吉村 福修 名古屋葵
杉田 洋 豊橋 竹内 祐子 名古屋アイリス
山口 眞 名古屋中 杉田 篤男 岡崎
青山 博徳 春日井 RYLA委員会 ◎ 竹内 幹尚 豊川
鬼頭 秀幸 豊橋ゴールデン ○ 金山 明史 豊田西
香田 研二 名古屋名北 平尾 節子 瀬戸北

社会奉仕委員会 ◎ 鈴村 與左衛門 あま 渡邊 嘉昭 名古屋北
○ 杉浦 文雄 刈谷 川島 悦雄 名古屋中
○ 山元 康裕 名古屋東山 淺見 敏範 名古屋東
○ 井口 貴嗣 豊橋 樅山 修一 豊川宝飯
手島 寿宏 半田 谷山 芳和 豊田西
伊藤 陽介 名古屋守山 稲垣 利彦 豊田
内藤 教恵 安城 青少年交換委員会 ◎ 髙木 政義 名古屋大須
熊澤 勝則 尾張中央 ○ 岩月 雅章 名古屋中
田中 宏明 豊橋南 ○ 宮下 恵子 中部名古屋みらい
塩谷 和久 名古屋中 神野 重行 名古屋名駅
谷定 貴之 犬山 ミカエル・カルマノ 名古屋東
後藤 敞 名古屋丸の内 村瀬 竜雄 東知多
小笠原 竜児 豊橋東 吉岡 秀記 刈谷

国際奉仕委員会 ◎ 鈴木 宏司 半田南 松岡 多加倫 名古屋千種
○ 木村 樹生 名古屋南 公共イメージ向上委員会 ◎ 篭橋 美久 名古屋中
○ 山田 拓 瀬戸 ○ 桐渕 利次 岡崎城南
中田 典子 名古屋守山 ○ 佐久間 武美 豊橋北
横山 明巳 大府 尾本 和弘 名古屋東南
加島 光 名古屋名北 池森 由幸 名古屋千種
小塚 美知子 名古屋城北 池戸 史英 名古屋東
木村 光徳 名古屋大須 坂野 弘 岡崎東
西村 忠郎 名古屋栄 金谷 康正 瀬戸
平野 恒弘 豊田東 杉浦 令淑 名古屋大須
髙山 進 名古屋丸の内 加藤 久仁明 春日井

青少年奉仕委員会 ◎ 寺本 善雄 名古屋みなと 志水 哲也 名古屋中
○ 岡田 雅隆 犬山 地区大会企画委員会 ◎ 服部 良男 岡崎
○ 奥田 清仁 豊田 加藤 陽一 瀬戸
○ 佐藤 裕彦 豊橋 神野 重行 名古屋名駅
○ 西本 一幸 名古屋南 岩月 昭佳 岡崎
○ 竹内 幹尚 豊川 加藤 定伸 名古屋名駅
○ 髙木 政義 名古屋大須 （15年度地区大会実行委員長） 市川 幾雄 岡崎東

インターアクト委員会 ◎ 佐藤 裕彦 豊橋 （15年度地区大会幹事） 柴田 健吉 岡崎東
○ 杉本 知治 岡崎 （16年度地区大会実行委員長） 舩橋 茂行 小牧
○ 奥田 法行 安城 （16年度地区大会幹事） 鈴木 文勝 小牧
中杉 和雄 豊川 （17年度地区大会実行委員長） 尾上 昇 名古屋大須
奥田 清仁 豊田 （17年度地区大会幹事） 吉田 隆彦 名古屋大須
福尾 清 岡崎南 ロータリー財団監査委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸
渋谷 文平 名古屋 栁澤 幸輝 名古屋東
菱川 弘樹 一宮北 野村 政弘 岡崎東
山内 隆一 岡崎東 ロータリー財団委員会 ◎ 中村 公彦 名古屋名東
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ロータリー財団委員会（つづき） ○ 中林 正人 名古屋空港 RLI実行委員会（つづき） ○ 高畑 晧一 豊橋ゴールデン
○ 櫻井 繁 名古屋南 太田 達夫 名古屋城北
○ 佐々木 久直 一宮 平松 清美 尾西

会計長 神谷 研 安城 早川 和男 名古屋東山
資金管理委員会 ◎ 豊島 德三 一宮北 岡田 吉生 岡崎城南

○ 神谷 研 安城 古田 嘉且 江南
髙山 景一 豊橋 加藤 真治 刈谷

資金推進委員会 ◎ 松田 茂治 西尾 本田 伸太郎 名古屋東
○ 野村 紀代彦 刈谷 鈴木 正徳 あま
桑山 卓也 名古屋和合 細井 英治 安城
服部 潤一 豊田西 学友委員会 ◎ 小島 哲夫 豊田中
寺西 正 名古屋錦 ○ 稲本 良二 豊田中

補助金委員会 ◎ 髙山 景一 豊橋 池谷 悟 中部名古屋みらい
○ 田島 保紀 名古屋東 于 咏 愛知ロータリーEクラブ
○ 上野 広 名古屋昭和 櫻井 繁 名古屋南
原野 勝至 名古屋栄 鮑尓 吉徳 名古屋アイリス
久具 信夫 豊川 杉本 知治 岡崎
成田 徹 三河安城 村田 誠一 名古屋みなと
都築 義勝 豊田東 金山 明史 豊田西
神谷 強 刈谷 岩月 雅章 名古屋中
藤野 直子 名古屋名東 WFF実行委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸
金谷 明正 名古屋北 ○ 篭橋 美久 名古屋中
渡邉 勝行 西尾一色 ○ 福田 哲三 名古屋和合
大塩 啓太郎 豊橋 杉浦 敏夫 豊田

職業研修チーム委員会 ◎ 福田 哲三 名古屋和合 奥田 清仁 豊田
○ 吉川 公章 名古屋南 鈴木 文勝 小牧
永井 伸治 稲沢 早川 和男 名古屋東山
荒山 久美 名古屋アイリス 光岡 新吾 豊田
鈴木 宏治 名古屋東山 匹田 雅久 豊橋北

ポリオ・プラス委員会 ◎ 加藤 浩一 犬山 鈴村 與左衛門 あま
○ 渡邊 萬里 名古屋東山 鈴木 宏司 半田南
横井 定 稲沢 寺本 善雄 名古屋みなと
岩崎 光記 名古屋名駅 佐藤 裕彦 豊橋
内田 泰潤徳 一宮中央 西本 一幸 名古屋南
山田 高行 中部名古屋みらい 竹内 幹尚 豊川
加納 伸康 名古屋葵 髙木 政義 名古屋大須

奨学基金・平和フェローシップ委員会 ◎ 長谷川 龍伸 名古屋丸の内 中村 公彦 名古屋名東
○ 矢頭 功生 豊田東 加藤 浩一 犬山
○ 加納 昭巨 名古屋南 金田 英和 名古屋東山
伊藤 素美子 名古屋東南 岡田 邦義 岡崎
石川 昌和 豊橋南 RI理事 斎藤 直美 豊田
猪子 恭秀 名古屋みなと ロータリーコーディネーター（RC） 田中 正規 西尾

米山記念奨学委員会 ◎ 金田 英和 名古屋東山 ロータリー公共イメージコーディネーター補佐（ARPIC） 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
○ 山本 光人 豊橋北 ロータリー財団地域コーディネーター補佐（ARRFC） 深谷 友尋 名古屋みなと
○ 山田 直樹 尾張旭 公益財団法人ロータリー日本財団 理事 江崎 柳節 小牧
○ 小栗 正章 名古屋和合 監事 片山 主水 名古屋東南
野村 順雄 名古屋みなと 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 理事 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
青山 稔 瀬戸 選考委員 江崎 柳節 小牧
鮑尓 吉徳 名古屋アイリス 評議委員 田中 正規 西尾
荒川 雅義 名古屋中 学務・学友委員 田中 正規 西尾
杉浦 澄雄 西尾 NPO法人RI日本青少年交換委員会 理事 神田 憲 名古屋大須
山本 慎治 半田南 社員 黒田 勝基 高浜
山田 猛 江南 ロータリーの友委員会 副委員長 片山 主水 名古屋東南
田中 寛孝 豊川 ロータリーの友委員会 地区代表委員 尾本 和弘 名古屋東南
加藤 英樹 刈谷 オンツーアトランタ 服部 良男 岡崎
大橋 さなえ 名古屋名南 地区ローターアクト代表 渡邉 博人 名古屋名城RAC
磯部 徹 名古屋丸の内
近藤 久詞 名古屋北
大橋 均 知立

RLI実行委員会 ◎ 関口 宗男 名古屋みなと
○ 津川 聖子 名古屋名東
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