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ＲＩ会⻑ ジェニファーＥ、ジョーンズ(ウインザー、ローズランドＲＣカナダオンタリオ州）
ＲＩ理事（22-24） 佐藤 芳郎 (岡⼭南ＲＣ）

第1地域Ｒ財団地域コーディネーター（ＲＲＦＣ）飯村 愼⼀
2023年ＲＩ研修リーダー 　　　　　　　　中⾕　研⼀

ガバナーエレクト 公益財団法⼈ ロータリー⽇本財団 評議員   飯村 愼⼀
三井福次郎 （佐野） 2020-23年 規定審議会代表議員       中⾕ 研⼀

ＲＩＪＹＥＭ 社員                    川嶋 幸雄
 ⽯原 敬⼠ （⿅沼） ガバナーノミニー ＲＩＪＹＥＭ 研修部⾨委員 アドバイザー    ⽩相 淑久
 佐野 正⾏ （佐野） 市⽥ 登 (⿅沼） ＊ＲＩＪＹＥＭ→ ⼀般社団法⼈国際ロータリー⽇本⻘少年交換多地区合同機構の略
 近藤 隆亮 （宇都宮） ☆中⾕ 研⼀ （⾜利東）
 ⽻⽯ 光⾂ （宇都宮東） ②菊地 澄男 （宇都宮陽東） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 評議員   ⽻⽯ 光⾂

⽐企 達男 (宇都宮陽東） 太城 敏之 （宇都宮東） 橋本 正⾏ (宇都宮陽東） ①蓼沼 正道 (佐野） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 理事      栃⽊ 秀麿
鈴⽊  宏 (宇都宮北） 伊東 永峯 （宇都宮⻄） ⾦⼦ 正男 （真岡） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 監事      飯村 愼⼀
飯村 愼⼀ （宇都宮90） 川嶋 幸雄 （栃⽊） 鈴⽊ 幸男 （佐野） ⼀般社団法⼈ロータリーの友事務所 理事            鈴⽊  宏
中⾕ 研⼀ （⾜利東） ☆森本 敬三 （⼤⽥原中央） ☆天川 主税 （宇都宮陽東） ⼀般社団法⼈ロータリーの友事務所 理事        慶野 保夫
栃⽊ 秀麿 （⾜利わたら ⽯⽥ 順⼀ （真岡） 鈴⽊ 修司 (宇都宮陽東） ⼩林勇⼀郎 （真岡） ロータリーの友委員会等別顧問                   鈴⽊  宏
太城 敏之 （宇都宮東） 茂呂居 潔 (佐野）
伊東 永峯 (宇都宮⻄）
川嶋 幸雄 （栃⽊）
森本 敬三 （⼤⽥原中央） ⽯塚 ⿓夫 （真岡） ☆④武⽥ ⽂夫 （宇都宮さつき）
⽯⽥ 順⼀ （真岡） 茂⽊ 弘司 （佐野） 第1G担当③秋間  忍 (⿊磯）

第2G担当③千野根友和 (⽮板）
第3GA担当④川⼜ 康樹 (宇都宮⻄）

選挙管理委員会 登録委員会 第3GＢ担当①増⼦ 邦彦 (宇都宮さつき）
資格審査委員会 決議委員会 第4G担当③市井  元 (真岡⻄）
プログラム委員会 広報委員会 第5Ｇ担当②中尾  聡 ( ⼩⼭ )

第6G担当③髙⼭ 英城 (壬⽣）
研修リーダー 直前ガバナー 第7G担当③稲⾒ 君枝 （宇都宮さつき）

ガバナーエレクト 第8Ｇ担当②⽯⽥ 信⾏ (⻄那須野）
第9G担当③吉川  隆 (佐野東）

☆ガバナー 直前ガバナー
ガバナーエレクト ガバナーノミニー

☆④⽥原  聖 (宇都宮東）
③鷹⾒ 直⼈ (⿅沼東）

☆⑤中⾕ 研⼀ （⾜利東） ★①森本 敬三 （⼤⽥原中央） ②平⽯ 典嗣 (真岡）
★①⽯⽥ 順⼀ （真岡）  ①佐貫 直通 （宇都宮陽東） ①伊原  修 （宇都宮）
ディスカッションリーダー（ＤＬ）委員会
☆④福富 正浩 （栃⽊） ★①⼭中 和弥 （宇都宮東）

⑥中村  明 （宇都宮東）  ⑥鈴⽊ 利男 （⾜利東） ③川嶋 幸雄 （栃⽊）
⑥関⼝  隆 （宇都宮南） ⑥板橋 信⾏ （⾜利東） ②森本 敬三 （⼤⽥原中央）
⑥葆東 雅仁 （宇都宮さつき） ⑥五⼗嵐稔也 （⾜利） ①⽯⽥ 順⼀ （真岡）
⑥⼩座野清博 （⾜利東） ⑥⼾塚  守 （⾜利東） 第1グループ  ⼩⻄久美⼦ （⼤⽥原）
⑤真尾 進⼀ （⾜利わたらせ） ⑤⼿塚 正智 （宇都宮東）
③⼩林 弘治 （宇都宮東） ④⼤越 善彦 （真岡⻄） ☆ガバナーエレクト 第2グループ  髙野 徹也 （⾺頭⼩川）
③⽚嶋 常隆 （宇都宮東） ③名村 史絵 （宇都宮陽東）

③中⽥ 英昭 （葛⽣） ③⼩花 伸⼦ （宇都宮陽東） 第1グループ〜第9グループ 10名 第3グループＡ  ⼆⼗⼆ 修 （宇都宮北）
③岩本 ⼀男 （宇都宮南） ③⾚坂 圭⼀ （⾜利東） 宇都宮・宇都宮⻄・宇都宮北・宇都宮90・宇都宮陽北

①酒井  誠 （宇都宮） ①⽩沢  敦 （栃⽊） 第3グループＢ  仲⽥ 俊夫 （宇都宮南）

委員⻑ 中⾕ 研⼀（ ⾜利東） 第4グループ  広瀬 紀夫 （真岡）
運営委員会   ガバナーエレクト 第⼀Ｇガバナー補佐 
☆⑥⽵⽥ 真⾂ （宇都宮陽東） ⑥加藤 昌彦 （⿅沼） ガバナーノミニー ⻘少年奉仕委員⻑ 第5グループ  ⼭中 史朗 （⼩⼭南）
★①濱﨑  崇 (宇都宮⻄） ⑥倉林  宏 （⾜利わたらせ） ⻘少年交換委員⻑ ローターアクト委員⻑

★①増渕 貴之 （宇都宮陽東） ②星野 詠⼀ （⿅沼） インターアクト委員⻑ ＲＹＬＡ委員⻑ 第6グループ ⼤⽊  洋 （栃⽊）
ロータリー財団委員⻑ ⽶⼭記念奨学会委員⻑

公共イメージ委員⻑ 外部弁護⼠ 福⽥哲夫 第7グループ 湯澤 義典 （⿅沼東）
☆②松⼭  栄 (宇都宮東） 外部⼥性医師 滝⽥純⼦

   ☆ＲＡＣ地区代表 ＲＩＪＹＥＭ 第8グループ ⽯井 敏夫 （⾜利⻄）
②寺崎 貴志 （⻄那須野）
②椎名 則之 (⾜利東） 第9グループ 吉澤 浅⼀ （葛⽣）
①新井  博 （栃⽊）

        各ＲＡＣ会⻑
 

④伊東 永峯 （宇都宮⻄） ②森本 敬三 (⼤⽥原中央） ②川嶋 幸雄 （栃⽊） ②太城 敏之 （宇都宮東） ①⽯⽥ 順⼀ （真岡） ②森本 敬三 （⼤⽥原中央） ②栃⽊ 秀麿 （⾜利わたらせ）

☆②⽚柳  均 （栃⽊南） ☆①内⼭ 浩志 （宇都宮陽南） ☆⑤⼆⼗⼆ 修 （宇都宮北） ☆①渡邉 有規 (宇都宮東） ☆①善林 隆充 (宇都宮） ☆②森本 敬三 （⼤⽥原中央） ☆①⽥島 良久 （⾺頭⼩川）
③永島 正志 （佐野） ⑥松崎 武代 （栃⽊⻄） ④⼩座野清博 (⾜利東） ★⻑  正英 (宇都宮陽北）
③⽥中 正夫 （宇都宮南） ⑤秋本  薫 （宇都宮） ④藤⽣ 浩貴 （⾜利）
②関  克美 （⼩⼭東） ☆③⽥尻 健司 （真岡⻄） ☆⑤岩﨑正⽇登 （宇都宮陽北） ④上野 初雄 （宇都宮東） ②粕⾕ 明弘 （宇都宮90） ☆⑤熊倉  学 （宇都宮陽北）
②冨樫 ⽂隆 （宇都宮⻄） ②関⼝  隆 （宇都宮南） ★①尾崎 弘明 (⼩⼭南） ②⽇向野 修 （⿅沼） ②芝⼝ 久雄 （佐野東） ⑤近藤 隆彦 （⾜利⻄） ☆①児⽟ 博利 （宇都宮さつき）
①⻲⼭ 弘晃 （⿅沼東）） ①宇賀神康明 （⿅沼） ⑧地齋 和雄 （⾜利東） ②原⽥  篤 （⿅沼東） ①岡﨑 善胤 （宇都宮） ④⼾塚  守 （⾜利東） ③杉⽥貞⼀郎 （真岡）

⑥江⼝ 亜⼦ （宇都宮陽南） ③⾕⽥部 修 （宇都宮東） ①平出 宣幸 （宇都宮）
☆①狐塚 秀幸 （今市） ⑤熊本 勇治 （宇都宮） ③相⽥ 朝美 （宇都宮90）

③ 野澤 治利 （⾜利） ④設楽 光江 （⿅沼東） ②⽑塚 武久 （宇都宮） ☆①坂寄 修⼀ （宇都宮⻄）
①村⼭  茂 （⿊磯） ②兵藤  勇 （佐野） ①遠藤  盛 （宇都宮陽東）  ①渡邉 将宏 (⻄那須野）
①⼩野 好史 （⽒家） ①井川 克彦 （佐野） ①⼩柳  洋 （今市） ①北川 和寿 （⾜利わたらせ）
①栁  廣明 （益⼦） ①滝⼝ 貴史 （烏⼭）  ①齋藤 幸成 （⾼根沢）
①⼭⽥  功 （⽇光）
①⼩林 伸司 （佐野東） ☆①羅⽥ 秀顕 （⾜利） ☆①⼩林 正明 （宇都宮東)

③辻  裕司 （宇都宮東） ①⼩原澤公康 (⾜利わたらせ）
☆③五⼗嵐稔也 （⾜利） ☆③藤⽥ 克彦 （宇都宮北） ①川嶋 健市 （壬⽣） ①針⾕ 哲也 （栃⽊⻄）

④⾦⼦  剛 (宇都宮東） ④旭野 好紀 （宇都宮）
③美野輪弘之 （⿅沼東） ⑤⻑⾕川博夫 (宇都宮南） ☆⑤森⽥ 佳延 （宇都宮⻄）
②倉林  敬 （⾜利わたらせ） ④新井 敏之 （⾜利わたらせ） ②髙野 藤房 （宇都宮東）

④⼤橋 義弘 （宇都宮北） ①藤沼 孝幸 （⼤⽥原中央）
★委員会副委員⻑ ③⼭下 ⼤介 （宇都宮東）

③⻘島由加利 （宇都宮陽南） ☆④⾚坂 圭⼀ （⾜利東）
〇数字  ③篠﨑 容⼦ （宇都宮90） ④鈴⽊ 徳郎 (宇都宮⻄）

②中⼭ 靖之 （宇都宮東） ①平⼭ 利秋 （⼤⽥原）
①⽯⽥ 裕之 （宇都宮東）      国際交流並びに

☆③岩本 泰史 （⿅沼）
☆②藤島  拓 （宇都宮南） ②河原  繁 （益⼦） ☆①星野  仁 (⻄那須野）
★⑤⽥村  晃 （宇都宮北） ①⿊須 祐作 （宇都宮⻄） ②島中 晨⼀ （⼩⼭南）

⑤平塚 健⼆ （⾜利東）
③清⽔ 秀修 (宇都宮東） ☆③川村 寿⽂ （宇都宮東） ☆③村井 邦彦 （宇都宮⻄）
③磯⾙  太 (宇都宮南） ③安⽥  博 （⿅沼東） ④若菜 秀夫 （栃⽊⻄）
⑤永井 宏樹 （宇都宮） ③茂⽊ 弘司 （佐野） ③上野 法忍 （⼩⼭東）
②⼩島 克之 （宇都宮）

地区⼤会委員会
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地区ガバナー佐貫 直通
（宇都宮陽東）

地区研修リーダー
中⾕ 研⼀(⾜利東）

諮問委員会 地区研修委員会

ガバナー指名委員会（25－26年度） 地区幹事

友地区代表委員
地区会計⻑

地区規則⼿続委員会

戦略計画委員会

公共イメージ委員会 

ＲＬＩ(ロータリーリーダーシップ研究会）委員会

地区拡⼤委員会

地区財務委員会
地区資⾦委員 ソーシャルメディア並びにＩＴ推進委員会

ガバナー 真岡・益⼦・真岡⻄・下野上三川
諮問委員

ガバナーエレクト ⼩⼭・⼩⼭南・⼩⼭東・⼩⼭北・⼩⼭中央
ガバナーノミニー

国際⼤会参加推進委員会 ⼤⽥原・⿊磯・⻄那須野・⿊⽻・⼤⽥原中央

ガバナー補佐 烏⼭・⽒家・⽮板・⾺頭⼩川・⾼根沢

地区危機管理委員会 宇都宮東・宇都宮南・宇都宮陽東・宇都宮陽南・宇都宮さつき

クラブ奉仕委員⻑
⻘少年奉仕委員会 ⾜利・⾜利東・⾜利⻄・⾜利わたらせ
社会奉仕委員⻑ ガバナー補佐国際奉仕委員⻑ 佐野・葛⽣・⽥沼・佐野東

ガバナーノミニーデジグネート 栃⽊・栃⽊⻄・岩⾈・壬⽣・栃⽊南
ガバナー補佐 ローターアクト委員会

職業奉仕委員⻑ ⽇光・⿅沼・今市・⿅沼東・⿅沼中央・今市きぬ

ソーシャルメディア並びにＩＴ推進委員⻑

ローターアクト委員⻑

職業奉仕部⾨ クラブ奉仕部⾨ ⻘少年奉仕部⾨ 社会奉仕部⾨

ロータリー財団委員⻑  
ロータリー⽶⼭記念奨学会委員⻑ 地区運営委員会

公共イメージ委員⻑

国際奉仕部⾨ ロータリー財団部⾨ ロータリー⽶⼭記念奨学会部⾨
カウンセラー カウンセラー カウンセラー カウンセラー カウンセラー カウンセラー カウンセラー

ロータリー⽶⼭記念奨学会委員会

ロータリー情報委員会 ⻘少年交換委員会 補助⾦委員会
学友委員会

職業奉仕委員会 クラブ奉仕委員会 ⻘少年奉仕委員会 社会奉仕委員会 国際奉仕委員会 ロータリー財団委員会

クラブ例会プログラム委員会 指導者養成プログラム）委員会

財務管理委員会

☆委員会委員⻑
平和フェロー・奨学⾦委員会

会員組織委員会
資⾦推進委員会

資⾦推進並びに恒久基⾦/
  ○ガバナーノミニー ⼤⼝寄付推進委員会 選考委員会

RYLA（ロータリー⻘少年

財団監査委員会 ポリオプラス並びに資⾦推進委員会

委員会所属年数 学友委員会
  インターアクト委員会 職業研修チーム(VTT)委員会






