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第2760地区 地区幹事・副幹事・会計長・監事・事務長・地区スタッフ紹介
　　地区幹事

加藤　定伸
かとう　　　　さだのぶ
名古屋名駅RC
加藤司法書士事務所　所長

1994.4 入会
1999-00 役員・会計
2001-02 新世代　委員長
2005-06 役員・幹事
2011-12 役員・会計
2014-15 役員・会計

〔地　 区〕
2016-17 次期地区幹事
2016-17 地区大会企画委員会

　　地区副幹事（東尾張）

小酒井 比呂志
こざかい　　　　ひろし
名古屋名駅RC
（株）泉不動産　代表取締役社長

　　地区副幹事（東三河）

小林　泰敏
こばやし　　　やすとし
名古屋名駅RC
（株）EDUCOM　取締役会長

2007.1 入会
2009-10 理事・親睦活動 家族委員長
2011-12 役員・副幹事
2012-13 役員・幹事
2014-15 理事・職業奉仕委員会　委員長
2014-15 役員待遇・副幹事
2015-16 理事・会員組織委員会　委員長

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

　　地区会計長

盛田　兼由
もりた　　　　かねよし
名古屋名駅RC
敷島製パン（株）　代表取締役専務

2000.2 入会
2004-05 理事・職業奉仕委員長
2009-10 職業分類・会員選考委員会委員長
2012-13 役員・副幹事
2013-14 役員・幹事
2014-16 役員待遇・会計監査

ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

　　地区副幹事（南尾張）

六鹿　敏也
むつが　　　　としや
名古屋名駅RC
太洋基礎工業（株）　取締役営業本部長

2011.8 入会
2013-14 役員待遇・副 SAA
2014-15 役員・副幹事
2015-16 役員・幹事
2016-17 役員待遇・副会計

　　地区副幹事（西名古屋）

大橋　昭治
おおはし　　　しょうじ
名古屋名駅RC
文栄堂紙製品工業（有）　代表取締役社長

1991.4 入会・チャーターメンバー
1991-92 役員・副幹事
1993-94 役員・幹事
1996-97 理事・副会長　クラブ奉仕委員長
2004-05 役員・会長エレクト
2005-06 役員・会長

〔地　 区〕
2012-13 西名古屋分区ガバナー補佐

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／
第８回米山功労者

　　地区副幹事（西三河中）

筧　正紀
かけひ　　まさのり
名古屋名駅RC
（株）ＫＫＩ　代表取締役

2004.7 入会
2006-07 役員・副幹事
2007-08 理事・プログラム委員長
2010-11 新世代委員長
2011-12 役員・幹事
2015-16 役員・会計・役員

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

　　地区監事

岡本　敏男
おかもと　　　 としお
名古屋名駅RC
（医）泰誠会�岡本クリニック　理事長

1991.7 入会
1998-99 役員・会長
2000-01 理事・ロータリー情報委員長
2004-05 理事・国際奉仕委員長
2006-07 ロータリー財団委員長
2013-14 椿賞委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／
第 4 回米山功労者

　　地区副幹事（西尾張）

田口　望
たぐち　　　　のぞむ
名古屋名駅RC
（医）田口歯科医院　理事長

2001.9 入会
2005-06 理事・国際奉仕委員会・委員長
2009-10 役員・副会長・クラブ奉仕委員長
2011-12 役員・会長エレクト
2012-13 役員・会長
2016-17 Ｒ財団・米山記念奨学委員会委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／
第４回米山功労者

　　地区副幹事（東名古屋）

清水　順二
しみず　　　　じゅんじ
名古屋名駅RC
（株）山田商会　代表取締役社長

2003-04 入会
2005-06 理事・プログラム委員長
2008-09 役員・幹事
2011-12 理事・会員組織委員長
2015-16 役員・会長
2017-18 理事・会員組織ロータリー情報担当　副委員長

〔地　 区〕
2012-13 西名古屋分区幹事

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／
第２回米山功労者

　　地区副幹事（西三河）

小西　忠昭
こにし　　　　ただあき
名古屋名駅RC
（株）名古屋製綱　取締役会長

1999.7 入会
2001-02 ニコボックス委員長
2005-06 役員待遇・副 S.A.A.
2007-08 理事・職業奉仕委員長
2008-09 役員・会長エレクト
2009-10 役員・会長
2011-12 理事・会員組織ロータリー情報担当　副委員長

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／米山功労者

　　地区副監事

堀田　豊彦
ほった　　　　とよひこ
名古屋名駅RC
菱晃開発（株）　顧問

1994.1 入会
1998-99 理事・プログラム委員長
2000-01 理事・社会奉仕委員長
2002-03 理事・軄業奉仕委員長
2003-04 理事・国際奉仕委員長
2006-07 理事・会員増強委員長
2009-10 米山記念奨学委員長
2011-12 R 財団・米山奨学委員長
2016-17 理事・職業奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

2004.1 入会
2007-08 理事・親睦活動家族委員長
2009-10 役員・クラブ副幹事
2010-11 役員・クラブ幹事
2016-17 理事・会員組織委員会委員長

〔地　 区〕
2008-09 総務委員

ポール・ハリス・フェロー／第 2 回米山功労者
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地区幹事・副幹事・会計長・監事・事務長・地区スタッフご紹介

　　地区スタッフ

安藤　隆利
あんどう　　　 たかとし
名古屋名駅RC
安藤貴金属精錬（株）　代表取締役

　　事務長

岩崎　光記
いわさき　　　 こうき
名古屋名駅RC
岩崎法律事務所　代表者

1997.9 入会
2004-05 職業分類・選考委員長
2008-09 ロータリー財団委員長
2009-10 ニコボックス委員長
2012-13 理事・プログラム担当副委員長
2014-15 役員・会長

〔地　区〕
2009-10 ロータリー財団ポリオプラス委員
2010-12 ロータリー財団ポリオプラス副委員長
2013-14 ロータリー財団ポリオプラス委員長
2014-16 ロータリー財団ポリオプラス委員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／米山功労者

　　地区スタッフ（東尾張）

上田　和志
うえだ　　　　かずし
名古屋名駅RC
東海東京証券（株）オルクドール二部　二部長

2016.5 入会
2015-16 親睦活動・家族委員
2016-17 親睦活動・家族委員

　　地区スタッフ（東名古屋）

秋田　和美
あきた　　　　かつみ
名古屋名駅RC
学校法人�秋田学園　理事長

2009.9 入会
2012-13 新世代奉仕委員
2013-14 新世代委員会副委員長
2014-15 青少年交換カウンセラー
2015-16 出席・ニコボックス委員
2016-17 職業奉仕委員

　　地区スタッフ（西三河中）

川村　勝廣
かわむら　　　かつひろ
名古屋名駅RC
（株）朋優　会長

1996.1 入会
1999-00 出席委員長
2006-07 理事・親睦活動・家族委員長
2009-10 理事・社会奉仕委員会委員長
2010-11 会長エレクト
2011-12 役員・会長
2015-16 R 財団・米山記念奨学委員長
2016-17 理事・国際奉仕委員会委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／
第３回米山功労者

　　地区スタッフ（西名古屋）

石黒　隆
いしぐろ　　　たかし
名古屋名駅RC
（株）ブラストン　代表取締役

1991.4 入会・チャータ・メンバー
1993-94 クラブ会報委員長
1996-97 役員・S.A.A.
1999-00 役員・幹事
2003-04 役員・プログラム委員長
2005-06 役員・副会長・クラブ奉仕委員長
2011-12 役員・S.A.A 例会運営委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／
第５回米山功労者

　　地区スタッフ（東三河）

萱垣　建
かやがき　　　たてる
名古屋名駅RC
万朶総合法律事務所　弁護士

1998.7 入会
2004-05 新世代委員長
2005-06 役員・副幹事
2006-07 役員・幹事
2012-13 理事・会員組織委員長
2014-15 クラブ情報委員長
2015-16 役員・副会計
2016-17 役員・会計監査

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

　　地区スタッフ（西三河）

遠藤　泰昭
えんどう　　　やすあき
名古屋名駅RC
中部矯正歯科クリニック　院長

2004.11 入会
2007-08 役員・S.A.A. 会場運営委員長
2009-10 役員・幹事
2014-15 理事・会員組織委員会委員長
2015-16 理事・親睦活動・家族委員会委員長
2016-17 理事・ S.A.A. 会場運営委員長

〔地　区〕
2008-09 職業奉仕委員会委員

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

　　地区スタッフ（西尾張）

早川　敏江
はやかわ　　　としえ
名古屋名駅RC
（株）タキモ本店　代表取締役社長

2012.2 入会
2012-13 社会奉仕・環境保全委員
2013-14 クラブ情報委員
2014-15 青少年奉仕副委員長
2015-16 理事・青少年奉仕委員長
2016-17 理事・社会奉仕委員長
2017-18 理事・社会奉仕委員長

　　地区スタッフ（東名古屋）

加藤　友康
かとう　　　　ともやす
名古屋名駅RC
柴山コンサルタント（株）　取締役

2013.8 入会
2013-14 会場運営委員
2014-15 クラブ情報副委員長
2015-16 出席・ニコボックス副委員長
2016-17 青少年奉仕副委員長

　　地区スタッフ（東三河）

加藤　祐一
かとう　　　 　ゆういち
名古屋名駅RC
エヌ・ティ・ティ都市開発（株）　東海支店長

2013.11 入会
2013-14 クラブ情報委員
2014-15 クラブ情報委員会副委員長
2015-16 クラブ情報委員会委員長
2016-17 クラブ情報委員会委員長
2017-18 役員・副幹事

1991.7 入会
1995-96 広報委員長
1997-98 役員・S.A.A.
2000-01 役員・幹事
2012-13 理事・新世代奉仕委員長
2014-15 役員・副会長・クラブ奉仕委員長

〔地　区〕
2002-06 青少年交換委員
2007-08 青少年交換委員長
2009-10 青少年交換委員
2013-15 青少年交換委員
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／
米山功労者


