国際ロータリー第２８４０地区 2011-2012年度 組織表
第2840地区ガバナー
安藤 震太郎

ガバナー諮問委員会
吉野 一郎 (桐 生)
重田 政信 (高崎北)
高木貞一郎 (館 林)
清 章司 (藤 岡)
矢野 亨 (桐生西)
森田 均 (渋 川)
山崎 學 (高崎南)
曽我 隆一 (前 橋)
津久井義孝 (太 田)
横山 公一 (沼 田)
松倉 紘洋 (富 岡)
牛久保哲男 (伊勢崎)
福田 一良 (前橋西)
意義ある業績賞選考委員会
松倉 紘洋 (富 岡)
牛久保哲男 (伊勢崎)
福田 一良 (前橋西)
安藤震太郎 (高崎北)

ガバナー指名委員会
曽我 隆一 （前 橋）
横山 公一 (沼 田)
松倉 紘洋 (富 岡)
牛久保哲男 (伊勢崎)
福田 一良 (前橋西)
米山記念奨学会
常務理事 高木貞一郎 (館 林)
評議員 安藤震太郎 (高崎北）
評議員 疋田 博之 (桐 生）

規定審議会
代表議員 森田 均 (渋 川)
代表補欠議員 曽我 隆一 (前橋)

会員組織強化カウンセラー
松倉 紘洋 (富 岡)
牛久保哲男 (伊勢崎)
福田 一良 (前橋西)
地区研修リーダー
横山 公一 (沼 田)

ロータリーの友地区代表委員
地区会計監査人
村上 明男 (富岡)
福田 泰久 (高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ)

委員
委員
委員
委員

荻原 泉 (新 田) 委員
齊藤 要 (館 林) 委員
飯島 啓一 (草 津) 委員
豊川 一男 (藤岡南) 委員
担当副幹事 室賀

会員(組織強化)委員会
委員長 松倉 紘洋 (富 岡)
委員 廣山 武雄 (前橋北)
委員 家住 慧路 (桐生西)
委員 谷 彰良 (伊勢崎東
委員 山本 豊 (高崎東)
委員 荻原 泉 (新 田)
委員 齊藤 要 (館 林)
委員 飯島 啓一 (草 津)
委員 豊川 一男 (藤岡南)
担当副幹事 平田 稔

地区長期戦略委員会
委員長 曽我 隆一 （前 橋）
委員
横山 公一 （沼 田）
委員
福田 一良 （前橋西）
委員
安藤震太郎 （高崎北）
委員
疋田 博之 （桐 生）
規定審議会立法案検討委員会
委員長 森田 均
(渋 川)
副委員長 曽我 隆一
(前橋)
委員
廣山 武雄 (前橋北)
委員
家住 慧路 (桐生西)
委員
谷
彰良 (伊勢崎東)
委員
山本 豊 (高崎東)
委員
荻原 泉 (新 田)
委員
齊藤 要 (館 林)
委員
飯島 啓一 (草 津)
委員
豊川 一男 (藤岡南)
担当副幹事 立見 壽士
危機管理委員会
委員長 森田 均 (渋
川)
委員 山崎 學 (高 崎 南)
委員 峯岸 則幸 (伊 勢 崎)
委員 新井 茂雄 (伊勢崎南)
委員 野辺 昌弘 (館
林)
委員 竹澤 泰子 (前橋国際交流理事)
担当副幹事 平田 稔

震災対策特別委員会
廣山 武雄 (前橋北) 委員長
家住 慧路 (桐生西) 委員
谷 彰良 (伊勢崎東)委員
山本 豊 (高崎東) 委員
委員
康志

公共イメージ委員会
委員長 井上 芙美子(前橋中央)

委員 大島 秀夫 (前 橋 北)
委員 東郷 庸史 (桐 生 西)
委員 藤田 政幸 (伊勢崎中央)
委員 市川 武 (高 崎 東)
委員 村木 一夫 (太 田 南)
委員 伊藤 良三(館林ﾐﾚﾆｱﾑ)
委員 神戸 高 (渋川みどり)
委員 小林 夏夫 (富 岡)
担当副幹事 武藤 康敏

地区研修委員会
委員長
横山 公一 (沼 田)
副委員長 松倉 紘洋 (富 岡)
委員
伊能 富雄 (伊勢崎)
委員
本田 博己 (前 橋)
委員
佐藤 修 (高崎南)
委員
藤井 秀久 (高崎北)
委員
保坂 充勇 (沼 田)
担当副幹事 井田 三義
ガバナーエレクト
エレクト
疋田 博之 (桐 生)
地区幹事
松島 宏明 (桐 生)
地区会計長 山上 達也 (桐 生)
地区副幹事 坪井 良廣 (桐 生)
地区副幹事 川村 隆
(桐 生)
地区副幹事 堀
明
(桐 生)
地区副幹事 本田 雄一郎 (桐 生)
地区副幹事 野間 義弘 (桐 生)
地区副幹事 前原 勝
(桐 生)
地区副幹事 森 末廣 (桐 生)
地区副幹事 鈴木 章弘 (桐生南)
地区副幹事 田崎 武夫 (桐生西)
地区副幹事 樋口 一枝 (桐生中央)
地区副幹事 渡辺 幸男 (桐生赤城)

管理運営委員会
佐藤 修 (高崎南)
竹内 儧暠(高崎ｾﾝﾄﾗﾙ)
小暮 高史(館 林)
野村 茂雄(太 田)
近野 雅博(新 田)
Ｉ Ｔ委員会
委員長 中野 博之(高崎北)
委員 毛塚 宏 (館林)
委員 大塩 孝 (太田)
委員 渡邊 常二(沼田中央)
担当副幹事 竹中 隆

（担当ロータリークラブ名）
前橋・前橋西・前橋東
前橋北・前橋南・前橋中央
桐生・桐生南・桐生西
桐生中央・桐生赤城
伊勢崎・群馬境・伊勢崎中央
伊勢崎南・伊勢崎東
高崎・高崎南・高崎北・高崎東
高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ・高崎ｾﾝﾄﾗﾙ
太田・太田西・太田南
新田・太田中央
館林・大泉・館林西
館林東・館林ﾐﾚﾆｱﾑ
渋川・沼田・草津・みなかみ
中之条・沼田中央・渋川みどり
富岡・藤岡・安中・藤岡北・富岡中央

碓氷安中・藤岡南・富岡かぶら

ポリオ・規定審議会立法案検討

竹中

平田

隆

（高崎北）

稔

（高崎北）

市川 豊行 （高 崎）
三井田 賢一
地区ゴルフ大会
ホストクラブ 高崎南
コホストクラブ 高崎ｾﾝﾄﾗﾙ
担当副幹事 武藤 康敏

奉仕 プロジェクト
職業・社会奉仕部門
職業奉仕委員会
委員長 石崎 勝宥 (藤
岡)
委員 白石 仁 (前 橋 西)
委員 菅田 秀樹 (碓氷安中)
委員 小島 康幸 (高崎ｾﾝﾄﾗﾙ)
担当副幹事 三井田 賢一
社会奉仕委員会
委員長 宮田 正枝 (高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ)
委員
古川 利正 (高崎北)
委員
関口 俊介 (高 崎)
委員
佐藤 信一 (前橋東)
担当副幹事 市川 豊行

地区幹事
松島宏明 3年（桐 生）
島津 文弘 2年（高崎北）
町田庄吉 2年（前橋西）
地区会計長
廣瀬 彪夫
（高崎北）
地区財務委員会
山上 達也 3年(桐 生)
廣瀬 彪夫 2年（高崎北）
栗原 治郎 1年(前橋西)
地区副幹事
担当委員会
総務・地区大会・公式訪問
川本 裕明 （高崎北）
米山奨学金
ロータリー財団・補助金・
室賀 康志 （高崎北）
奨学金・年次寄付・恒久基金
研究グループ交換・学友会・
立見 壽士 （高崎北）

井田 三義 （高崎北）

地区大会
ホストクラブ 高崎北
コホストクラブ 高崎５ＲＣ
委員長 井上 達之助(高崎北)
副委員長 梅山 哲 (高崎北)
副委員長 堤 謙治 (高崎北)
担当副幹事 川本 裕明

曽我 隆一 （前 橋）
横山 公一 （沼 田）
福田 一良 （前橋西）
安藤震太郎 （高崎北）
疋田 博之 （桐 生）

委員長
委員
委員
委員
委員

ガバナー補佐（分区・氏名）
第1分区 （6ＲＣ）
廣山 武雄 (前橋北)
第2分区Ａ （5ＲＣ）
家住 慧路 (桐生西)
第2分区Ｂ （5ＲＣ）
谷 彰良 (伊勢崎東)
第3分区 （6ＲＣ）
山本 豊 (高崎東)
第4分区Ａ （5ＲＣ）
荻原 泉 (新田)
第4分区Ｂ （5ＲＣ）
齊藤 要 (館 林)
第5分区 （7ＲＣ）
飯島 啓一 (草津)
第6分区 （8ＲＣ）
豊川 一男 (藤岡南)

新世代奉仕部門
青少年交換委員会
インターアクト委員会
委 員 長 峯岸則幸 （伊勢崎） 委員長 新井茂雄 （伊勢崎南）
副委員長 平田 育夫 (前橋西) 委員
川堀良治 （桐生南）
委員 前原 信之 (太田中央) 委員 高井和雄 （高崎南）
委員 豊泉 君代 (高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ) 担当副幹事 武藤 康敏
ローターアクト委員会
委員 吉野 矩久 (高崎東)
委員 加藤 孝一 (桐生南)
委員長 臂 友幸 (伊勢崎)
委員 坪井 良行 (桐生西)
委員 原 精一 (館林ﾐﾚﾆｱﾑ)
委員 金井 利夫 (沼田中央) 委員 木村 滋洸 (桐 生)
委員 関根 俊夫 (安中)
ライラ委員会
担当副幹事 横山 正男
委員長 春山和夫 (太 田)
委員 峰岸希一 (前橋南)
国際奉仕部門
委員 中村研司 (館 林)
世界社会奉仕・友情交換委員会 担当副幹事 三井田 賢一
担当副幹事 横山 正男

(高崎ｾﾝﾄﾗﾙ）

武藤 康敏 （高崎南）
横山 正男

(高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ）

ロータリー財団委員会
委員長 牛久保 哲男 (伊勢崎)
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 高木 貞一郎 (館林)
補助金・奨学金
年次寄付恒久基金委員会
委員長 森田 高史 (伊勢崎)
委員 宮内 敦夫 (館 林)
委員 矢島 克彦 (太田南)
委員 川口 修平 (高崎南)
委員 中繁 基 (館林西)
委員 北野浩司郎 (沼田中央)
委員 川村 隆 (桐 生)
委員 下井田秀一 (桐生西)
委員
永井 勇 (渋 川)
担当副幹事 室賀 康志
GSE・学友会・ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会

委員長 山﨑 一順
委員 長谷 浩克
委員 藤丸 兼一
担当副幹事 立見

(桐 生)
(前 橋)
(伊勢崎)
壽士

管理運営・ＩＴ委員会 月信
ＰＥＴＳ・地区研修委員会
会計補佐・危機管理・
会員組織強化
地区協議会・社会奉仕
地区研修委員会・総務
職業奉仕・ローターアクト・
ライラ
ゴルフ大会・広報・
インターアクト
青少年交換・世界社会奉仕
友情交換

米山奨学委員会

委員長 野辺昌弘 (館 林)
委員 板倉正和 (渋 川)
委員 瀬山欣春 (館 林)
委員 木村清高 (前橋東)
委員 森 末廣 (桐 生)
委員 田中久夫 (高 崎)
委員 齋藤 勝也(富岡かぶら)
担当副幹事 川本 裕明

