
国際ロータリー他役員等
国際ロータリー元理事 重田　政信（高崎北）
（公財）ロータリー日本財団評議員 重田　政信（高崎北）
（公財）ロータリー米山記念奨学会理事 高木貞一郎（館　林）
（公財）ロータリー米山記念奨学会評議員 竹内　正幸（太　田）
国際ロータリー理事指名委員会委員 横山　公一（沼　田）
日本のロータリー 100 周年実行委員会ビジョン策定委員会委員長 本田　博己（前　橋）
RLI 日本支部ファシリテーター委員会副委員長 本田　博己（前　橋）
RLI 日本支部カリキュラム委員会副委員長 本田　博己（前　橋）
（公財）ロータリー米山記念奨学会財務委員 田中　久夫（高　崎）
（公財）ロータリー米山記念奨学会広報委員 本田　博己（前　橋）
翻訳委員会タスクフォース委員会委員 宮内　敦夫（館　林）
ガバナー諮問委員会
重田　政信（高崎北）
高木貞一郎（館　林）
清　　章司（藤　岡）
森田　　均（渋　川）
山崎　　學（高崎南）
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）
安藤震太郎（高崎北）
疋田　博之（桐　生）
本田　博己（前　橋）
竹内　正幸（太　田）
生方　　彰（沼田中央）
田中　久夫（高　崎）
宮内　敦夫（館　林）
森田　高史（伊勢崎）

担）廣田・加藤（前　橋）
副ガバナー

森田　高史（伊勢崎）
審議会地区代表議員

代 本田　博己（前　橋）
補 竹内　正幸（太　田）
意義ある奉仕賞選考委員会
長）山田　邦子（前　橋）
副）森田　高史（伊勢崎）
宮内　敦夫（館　林）
田中　久夫（高　崎）
生方　　彰（沼田中央）

地区ガバナー
山田　邦子（前　橋）
地区幹事

代 岡部　幹雄（前　橋）
石原　保幸（前橋東）

前 新井　良和（伊勢崎）
地区副幹事

伊藤　雅典（前　橋）
小神野憲司（前　橋）
加藤　真一（前　橋）
菊池　千恵（前　橋）
小中　和子（前　橋）
小林　洋樹（前　橋）
廣田　哲也（前　橋）
増田　晋一（前　橋）
三輪　　斉（前　橋）
横田　幸雄（前　橋）

事…務…局
入山こず江
佐藤由紀恵
地区会計長

鴻田　　敦（前　橋）
地区財務委員会

２年 鴻田　　敦（前　橋）
3年 西巻　忠彦（前橋東）
１年 髙橋　郁夫（伊勢崎）
地区会計監査人
狩野　要一（渋　川）

ガバナー事務所管理運営委員会
長）本田　博己（前　橋）
副）新井　良和（伊勢崎）
岡部　幹雄（前　橋）
石原　保幸（前橋東）
地区研修委員会

長）本田　博己（前　橋）
副）生方　　彰（沼田中央）
橋本　　徹（太　田）
町田　　久（渋　川）
堀口　正孝（安　中）

担）横田・廣田（前　橋）

RLI 推進委員会
ア）本田　博己（前　橋）
長）竹内　正幸（太　田）
副）田部井丑松（太　田）
中村　研司（館　林）

担）廣田・伊藤（前　橋）
地区戦略計画委員会

長）宮内　敦夫（館　林）
副）森田　高史（伊勢崎）
山田　邦子（前　橋）
足立　　進（前橋東）
岡部　幹雄（前　橋）

担）加藤・小神野（前　橋）
審議会立法案検討委員会
ア）曽我　隆一（前　橋）
長）本田　博己（前　橋）
副）竹内　正幸（太　田）
福島　英人（前　橋）
和田　洋一（桐生南）
福島　敬仁（伊勢崎南）
君島　准逸（高崎シンフォニー）
小暮　正男（太田南）
中山　　勉（館林ミレニアム）
小見山健次（渋川みどり）
新井　嘉之（富岡かぶら）

担）廣田・菊池（前　橋）
危機管理委員会

長）森田　…均 （渋　川）
吉井　宏文（高　崎）
大嶋　　茂（藤岡南）
清水　雅弘（前　橋）
田村　政一（太田中央）
板橋　一博（太　田）

担）小神野・小林（前　橋）
ロータリーの友地区委員会
長）小暮　雅𠀋（館　林）
副）新井　良和（伊勢崎）
岡部　幹雄（前　橋）

担）横田・小中（前　橋）
ロータリー財団監査委員会
長）森田　高史（伊勢崎）
副）田中　久夫（高　崎）
ロータリー財団委員会
ア）牛久保哲男（伊勢崎）
長）板垣　　忍（前　橋）
担）加藤・三輪（前　橋）

ポリオプラス委員会
長）水石　清治（沼　田）
宮川　秀彦（高崎北）
本田雄二郎（大　泉）

担）三輪・横田（前　橋）
資金管理・平和フェローシップ委員会
長）川口　修平（高崎南）
後閑　正裕（伊勢崎）

署）豊田　明美（高　崎）
署）靜　　朋人（碓氷安中）
担）小神野・小中（前　橋）
資金推進委員会

長）豊田　明美（高　崎）
副）靜　　朋人（碓氷安中）
担）小神野・小林（前　橋）

補助金委員会
長）今井　幸吉（沼　田）
担）菊池・加藤（前　橋）

地区補助金委員会
長）石川　好男（太　田）
石井　英智（前橋南）
山形　　剛（桐生西）
鈴木　昭彦（伊勢崎南）
小林　匡美（高崎南）
松本　　徹（太田中央）
毛塚　　宏（館　林）
小見山健次（渋川みどり）
松岡　将之（安　中）

担）菊池・加藤（前　橋）
グローバル補助金委員会
長）小此木正博（伊勢崎）
副）Randolph 留利子（桐　生）
佐伯　　一（前　橋）
青山　　豊（桐生西）
大木　孝之（伊勢崎東）
津久井　功（沼　田）
富岡　　隆（富岡中央）

担）菊池・加藤（前　橋）
管理運営・IT 委員会

長）足立　　進（前橋東）
石井　國雄（前橋西）
林　　義行（高　崎）
中嶋　創史（伊勢崎中央）

担）三輪・小林（前　橋）

会員組織強化委員会
ア）安藤震太郎（高崎北）
長）田中　久夫（高　崎）
副）足立　　進（前橋東）
福島　英人（前　橋）
和田　洋一（桐生南）
福島　敬仁（伊勢崎南）
君島　准逸（高崎シンフォニー）
小暮　正男（太田南）
中山　　勉（館林ミレニアム）
小見山健次（渋川みどり）
新井　嘉之（富岡かぶら）

担）小中・増田（前　橋）
公共イメージ委員会

ア）福田　一良（前橋西）
長）金谷　光明（太田西）
副）前原美代子（桐生赤城）
副）山谷　良一（伊勢崎中央）
岡野　　勇（前橋北）
羽鳥　武久（高崎東）
七島　良行（太田南）
飯田　知義（大　泉）
原　　義裕（館林西）

担）三輪・小神野（前　橋）
国際大会推進委員会

長）竹中　　隆（高崎北）
戸塚　和昭（前橋東）
髙橋　大之（伊勢崎中央）
小澤　健一（高　崎）
清水　雄至（高崎シンフォニー）

担）小林・三輪（前　橋）
女性ネットワーク委員会
ア）竹内　正幸（太　田）
長）中澤　洋子（高　崎）
副）髙橋　淳子（伊勢崎中央）
西嶋　弘美（前橋東）
浦野　幸子（桐生西）
丸山ふでみ（伊勢崎）
相山美喜江（太田西）
阿部　豊子（館林東）
須田　千秋（沼　田）
布施　千夏（藤　岡）

担）小中・増田（前　橋）

奉仕プロジェクト
ア）清　　章司（藤　岡）
青少年奉仕プロジェクト
ア）疋田　博之（桐　生）
職業奉仕・国際奉仕・
地域社会奉仕委員会

長）佐藤　信一（前橋東）
副）堀口　和敏（高崎セントラル）
石渡　啓介（前橋西）
岡崎　政夫（前橋北）
西野　　宏（高崎シンフォニー）

担）増田・菊池（前　橋）
青少年交換委員会

長）吉井　宏文（高　崎）
副）黒澤　　弘（高崎南）
副）樋口　哲雄（高崎北）
岸　　慈音（伊勢崎）
小此木能信（高　崎）
原　　精一（館林ミレニアム）
三好　建正（安　中）

担）伊藤・横田（前　橋）
インターアクト委員会

長）大嶋　　茂（藤岡南）
副）黒岩　千春（前橋西）
山本　　樹（館　林）
横尾　眞喜（富岡中央）

担）伊藤・横田（前　橋）
ローターアクト委員会

長）清水　雅弘（前　橋）
松島　郁夫（伊勢崎）
堤　　謙治（高崎北）

担）増田・伊藤（前　橋）
RYLA・学友委員会

長）田村　政一（太田中央）
池田　貴明（高崎シンフォニー）
関口　知義（前　橋）

担）増田・伊藤（前　橋）

米山記念奨学委員会
ア）高木貞一郎（館　林）
長）板橋　一博（太　田）
副）大友　一之（桐　生）
副）高沢　克治（伊勢崎中央）
川嶋　　潤（前橋東）
加藤　孝一（桐生南）
矢内　良春（伊勢崎南）
石井　嘉一（高　崎）
林　　　進（高崎東）
鈴木　　均（藤　岡）
深井　正毅（藤岡北）
飯塚　一成（館　林）
湯井　知昭（富　岡）

担）横田・加藤（前　橋）
ガバーナーエレクト
足立　　進（前橋東）
ガバーナーノミニー

地区財務委員
西巻　忠彦（前橋東）

分区担当副幹事（各前橋）
分区 メイン サブ
第１ 廣田　哲也 菊池　千恵
第２-A 加藤　真一 廣田　哲也
第２-B 菊池　千恵 加藤　真一
第３ 小神野憲司 伊藤　雅典
第４-A 増田　晋一 小神野憲司
第４-B 小林　洋樹 増田　晋一
第５ 三輪　　斉 小林　洋樹
第６ 伊藤　雅典 三輪　　斉

ガバナー指名委員会
長）生方　　彰（沼田中央）
副）田中　久夫（高　崎）
竹内　正幸（太　田）
宮内　敦夫（館　林）
森田　高史（伊勢崎）
ガバナー補佐

第１ 福島　英人（前　橋）
第２A 和田　洋一（桐生南）
第２B 福島　敬仁（伊勢崎南）
第３ 君島　准逸（高崎シンフォニー）
第４A 小暮　正男（太田南）
第４B 中山　　勉（館林ミレニアム）
第５ 小見山健次（渋川みどり）
第６ 新井　嘉之（富岡かぶら）
地区三役連絡会議

長）山田　邦子（前　橋）
副）足立　　進（前橋東）
森田　高史（伊勢崎）
岡部　幹雄（前　橋）
石原　保幸（前橋東）
新井　良和（伊勢崎）
鴻田　　敦（前　橋）
西巻　忠彦（前橋東）
髙橋　郁夫（伊勢崎）

担）小神野・小林（前　橋）
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・代　代表
・補　代表補欠
・前　前年度

・ア）アドバイザー
・長）委員長又は議長
・副）副委員長又は副議長
・署）署名人
・担）担当副幹事

ガバナー指名委員会

審議会地区代表議員
意義ある奉仕
賞選考委員会

地区副幹事副 ガ バ ナ ー
国際ロータリー
他役員等

ガバナー諮問委員会

45ロータリークラブ

地区三役連絡会議

ガバナー補佐 地 区 幹 事 地区会計長

事　務　局
地区財務委員会

ガバナー事務所
管理運営委員会

第2840地区ガバナー

2020-2021年度　国際ロータリー第2840地区　地区組織図

地区会計監査人

地区副幹事

地区幹事 地区財務委員

ガバナーエレクト ガバナーノミニー 地区大会

地区研修委員会 ＲＬＩ推進委員会 地区戦略計画委員会 審議会立法案
検討委員会

危機管理委員会 ロータリーの友
地区委員会

女性ネットワーク委員会

ロータリー財団監査委員会 ロータリー財団委員会 管理運営・ＩＴ委員会 会員組織強化委員会 公共イメージ委員会 国際大会推進委員会（オンツー・台北）

ポリオプラスプログラム
ポリオプラス委員会

職業奉仕・国際奉仕・
地域社会奉仕委員会

青少年奉仕プログラム

奉仕プロジェクト 多地区合同プログラム
米山記念奨学委員会

青少年交換委員会 ＲＹＬＡ・学友委員会
（ロータリー青少年指導者育成）

ローターアクト・
地区連絡会議

インターアクト委員会 ローターアクト委員会
地区補助金委員会 グローバル補助金委員会

補助金プログラム
補助金委員会資金管理・平和

フェローシップ委員会
資金推進委員会

地区研修・協議会

地区大会記念ゴルフ大会

ホ ス ト  前　橋
コ・ホスト　前橋東
コ・ホスト　前橋西

ホ ス ト　前橋北
コ・ホスト　前橋南

　ホスト　前橋中央
コ・ホスト　前橋


