
現在

◎：委員長

○：副委員長

  細川　𠮷博(帯広北)

 成田 育夫(釧路ベイ)

◎成瀨　則之　(網走)

  小田　 剛   (帯広) 〇本間　公三 （網走）

     坂野　泰雄 (稚内南)

     山市　喜雅 (紋別港)

   ◎ 喜多　俊晴  (紋別)

　及川　武一(帯広東)　       林　  孝浩 （紋別）

　高橋　裕之（美幌）

  松原　光一(帯広北)

　

 

西田　哲己(厚　岸)

東堂　　明(旭川北)

合田　賢二(帯広北)

海田　司（北見）

山本　信男（旭川東）櫻田　正弘（北見東）

吉田　潤司 松田　英郎(富良野) 漆崎　隆(釧路ベイ) 久木佐知子(旭川西)

藤田　礼三(遠　軽)

第2分区

東堂　明（旭川北） 渡部　秀雄（富良野）    葭本正美（釧路ベイ） 第3分区

葭本　正美(釧路ベイ)

相談役　三好　孝行(富良野)

吉田　潤司（釧路） 副委員長　日里雅至（富良野）◎駒形　曙美（北見）

  柴田　和明（帯広西）

吉田　潤司（釧路）

成瀨　則之（網走）

吉田　潤司（釧路）

細川 𠮷博（帯広北）

ＲＩ会長エレクト  柴田　隆視（帯広北）

ガバナー事務局

シェカール・メータ 尾越　弘典（釧路）

諮問委員会 地区ガバナー 地区顧問 ロータリーの友委員会 地区研修委員会 ガバナー補佐 地区財務委員会 地区幹事

2020-2022年度RI理事

辰野　克彦

事務総長 稲場　英紀(名　寄) 川見　智章（富良野）小船井修一(釧　路) 駒形　曙美（北見） 清水　哲也（旭川南） ◎長谷川　周作(富良野)    足立　功一（釧路北）

2020-21年度　国際ロータリー第2500地区組織図
2020年7月20日

ＲＩ会長

ホルガー・クナーク 副ガバナー ガバナー ガバナーエレクト ガバナーノミニー 監査委員会

国際ロータリー

清水　幸彦(釧　路) 指名委員会 長谷川晃三（帯広東） 　［地区代表委員］ ◎小船井修一（釧路） 第1分区 山崎　雅史(稚　内) 軽米　達也(富良野) 第2500地区事務局◎藤岡　末生(富良野)

漆崎　隆(釧路ベイ)

成瀬　則之（網走）

事務局顧問 事務・運営局

ジョン・ヒューゴ

葭本正美（釧路ベイ） 吉田　潤司（釧路） 第6分区 柴田　博美(帯広南) 顧問　荒木　　毅（富良野）

足立　功一（釧路北）

細川　𠮷博（帯広北）  駒形　曙美（北見） 第5分区 山本　貴一(北見東)RI日本事務局

　竹内　　遵(旭川東北) 中里　徳宏（富良野）

柴田　和明（帯広西） 成瀨　則之（網走） 中山　文男（富良野）  東堂　明（旭川北） 第4分区

 成瀨　則之（網走）

漆崎　隆(釧路ベイ)

副幹事  浜崎　　誠(富良野)

副幹事　宮地　博篤(富良野)

小林　宏明

ＲＬＩ導入準備委員会

企画・総務局  副幹事　西川　恭隆(富良野)

駒形　曙美（北見） 第8分区

副幹事  荒木　　徹(富良野) 副幹事　糠谷　　諭(富良野)

副幹事　段　　禎文(富良野)

東堂　明（旭川北） 第7分区 石田　博司(釧　路) 顧問　日里　雅至（富良野） 副幹事　中村　秀治(富良野)

副幹事　西川　充彦(富良野)RIJYEM　理事

成瀬　則之(網走)

副幹事　日下　健三(富良野)

副幹事　小林　裕幸(富良野)

久木佐知子(旭川西)

細川　𠮷博（帯広北）

小船井　修一(釧　路)

地区大会実行委員会

副幹事　櫻木　裕行(富良野)

地区ロータリー財団　　　　
　　　　監査委員会

ARRFC

細川　𠮷博（帯広北）

米山記念奨学会　評議員

米山記念奨学会　理事

西田　哲己(厚　岸)

計画委員会

副幹事　石上　敏己(富良野)

副幹事　福井　敏満(富良野)吉田 潤司（釧路）

意義ある業績賞委員会 副幹事　松井　純子(富良野)

副幹事　上田　篤行(富良野)

松田　英郎(富良野) 松田　英郎(富良野) 委員長　荒木　毅（富良野） 副幹事  奥平　康博(富良野)

◎葭本正美（釧路ベイ） PETS/地区研修               
協議会実行委員会

副幹事　伊東　　忠(富良野)

副幹事　長谷川静子(富良野)

姉妹地区委員会

軽米　達也(富良野)

相談役　川村　五郎(富良野)

副幹事　久保　昌己(富良野) 副幹事　丸山　一敏(富良野)

幹事　　市村　英規(富良野)

事務局員 田中ゆう子(富良野)

漆崎　隆(釧路ベイ) 幹事　　　西塚邦夫(富良野) 副幹事　峰廻　　賢(富良野)

副委員長　東海林　剛(富良野)

副幹事　冨樫　　信(富良野)

吉田  潤司（釧路） 地区規則・手続委員会

軽米　達也(富良野) 足立　功一（釧路北）

委員長　日里　雅至（富良野）

副幹事　清野　貴広(富良野)

副幹事 成田 育夫(釧路ベイ)

◎松田　英郎(富良野)

　成田　育夫（釧路ベイ） 事務局員　山内 昌子(富良野)

漆崎　隆(釧路ベイ)

竹川　博之（帯広）ロータリー財団委員会国際奉仕委員会

クラブ管理・運営・増強広報部門 青少年部門

地区社会奉仕委員会 リソースとサポート・ロータリー会員増強委員会 危機管理委員会公共イメージ向上委員会 青少年育成プログラム委員会

◎渡辺　喜代美(帯広)

  小嶋  久幸（富良野）

喜多　俊晴（紋別）

◎野村　文吾(帯　広)

◎本間　潤（旭川西）  若原　幸紀（音更）

細川　𠮷博（帯広北）

邵　龍珍（釧路） 東堂　明　（旭川北）

社会奉仕部門

大久保 昌宣(旭川M)

  秋穂　智久（根室）

     駒形　貞洋（旭川東）   佐渡　正幸（釧路北）

◎軽米　達也（富良野）

新崎　裕一（旭川）

◎中島　慎也（帯広北）◎足立　敬太(富良野)

川村　寿裕（旭川西）

広報・地区IT推進委員会 ローターアクト委員会

   堂山　啓太（帯広西）

 成田 育夫（釧路ベイ）

吉田　次男（名寄）

  廣岡　輝恵（旭川西）

平和フェロー委員会

  中島　慎也（帯広北）

藤田　礼三(遠　軽)

オンツー・台北委員会

吉田　幸徳(稚内南)

半澤  佳寛（富良野）

  小形　  勝（旭川北）

坂野　泰雄(稚内南)

○石平　清美（富良野） ◎坂野　泰雄(稚内南)

◎小嶋 久幸（富良野）

青少年委員会

◎東堂　賢功（Eクラブ）

◎市村　英規(富良野)

神　幸博（旭川南）

　　高橋　広昭（Eクラブ）

喜多　美仁（名寄）

宮崎　隆雄(士別)

  木下　正明（釧路）

柴田　博美(帯広南)

山崎　雅史(稚　内)

◎山本　貴一(北見東)

千葉　潔（釧路ベイ）

  稲田　良輔（旭川北）

増山　省吾（富良野）

(ロータリーカード推進委員兼務)

ポリオ・プラス小委員会

◎中島　慎也（帯広北）

資金推進小委員会

 工藤　一則(帯広北)

米山記念奨学会運営委員会

山市　喜雅(紋別港)

中川　雄策（稚内）

ライラ委員会

     前田　高志（旭川東）

◎宮出奈美枝(旭川空港)

田中　恵造(富良野)

　池田　　誠（帯広東）

◎山川　国士（旭川北）

　真下　幹朗（旭川北）

  安田　正二（釧路北）

◎鶴見 誠一郎(紋別港)

  小澤　慎司 (弟子屈)

  佐藤　　隆 (根室)

  田中　昭由 (根室西)

◎山市　喜雅(紋別港)   角　  高紀（帯広東）

梶田　幸宏（美深）高橋　規久（旭川西）

前田　康仁（旭川西）

帰山　哲雄(北見)

橋詰　啓史(雄武)

  下元　陽司（北見）

松田　英明(帯広南)

廣木　保博(北見東)

  吉田　  均（富良野）

石田　博司(釧　路)

  小嶋  久幸（富良野）

稲場　英紀(名　寄)

喜多　俊晴(紋別)

　伊戸川　成史(稚内)

　　三谷　治(旭川西)

   嘉野　満聡（網走西）

　　菊池　美恵子（釧路北）

高井　一博（遠軽）

池田 圭樹(釧路ベイ)

VTT小委員会 奨学金・学友小委員会

地区補助金小委員会

 渡部　徳章(北見東)

国際青少年交換委員会

インターアクト委員会

◎松浦　信一(北見西)

成田 育夫(釧路ベイ)

◎柴田　博美(帯広南)

  山崎　雅史(稚　内)

  稲場　英紀(名　寄)

  竹内　遵(旭川東北)

  藤田　礼三(遠　軽)

  山本　貴一(北見東)

吉田　潤司（釧路）

松田　英郎(富良野)

竹内　遵(旭川東北)

本間　公三(網走)

  西田　哲己(厚　岸)

◎漆崎　隆(釧路ベイ)

〇 富川　泰志(旭川)

  小滝　達也(旭川)

　讃岐　武史(帯広)

 本間　公三 （網走）

西口　憲一(旭川西)

◎行木　隼人(音更)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金小委員会

  石田　博司(釧　路)

◎足立　功一（釧路北）

◎鶴見　誠一郎(紋別港)

◎細川吉博（帯広北）

相談役　今井　一道(富良野)

国際奉仕・ロータリー財団部門

相談役　斎藤　　隆(富良野)

財団資金管理小委員会

柴田　隆視(帯広北)

地区ロータリー戦略

補助金小委員会


