
　

 ◎菊地 良夫

 会長エレクト　井上 晋一　　　  ○内野 晴雄
地区会員増強委員会　委員長 三澤 京子

 幹事　高波 信幸　　　会計  清水 功
総会地区財団補助金管理委員会　委員 村松　一

　役員　 ＳＡＡ　菊地 良夫　　
創立50周年準備委員会

　　　 ◎菊地 良夫

会場監督
(ＳＡＡ)

　理事　

 第一クラブ委員長　井上 晋一　
　　　 ○鈴木 郁男

　　　 　三留 通男

      椎谷 敏行

　　　 　磯川 浩

名誉会員 ： 寒川町長　木村 俊雄

出
　
　
　
向

      下里 勝二

２０１９-２０２０年度　寒川ロータリークラブ　委員会組織表

　　 ◎村松 一

　　 ○島村 盛晶

        磯川 浩

        三留 通男

        三澤 京子
        橋本 研雄 　

 会長　青木 誠　　　　副会長　石塚 雄司

 社会奉仕委員長　三澤 京子　

 国際奉仕委員長　井上 稔

 第二クラブ委員長　中村 光良　

第二クラブ委員会

 副幹事　石腰 亮

 親睦活動委員長　金子 一茂　
理事会  職業奉仕委員長　村松 一　

職業奉仕委員会
(青少年奉仕を含む)

社会奉仕委員会

継続事業・公共イメージ

理事
・

役員

事業所訪問･新世代育成

　　 ○若菜 勝美　

        下里 勝二

　　    山本 和好　　

　　    石塚 雄司　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常　任　委　員　会　　　　　　　　　　◎委員長　　○副委員長

　　 ◎三澤 京子　　

　　 〇山本 和好　　
　　 ◎井上 晋一

親睦活動委員会

直前会長幹事慰労会
家族移動例会
クリスマス例会
賀詞交歓会

花見例会　創立例会

　　 ○秋本 茂雄         下里 勝二

　 麻　雀　　　菊地 良夫 第４班　　◎内野 晴雄　　〇山本 哲　　菊地 良夫　　椎野 千秋　　島村 盛晶　　三澤京子　　山本 和好　　若菜 勝美　

          入澤 章

        　三留 通男

会長　青木 誠

　 ゴルフ　　　椎谷 敏行　　　

　 写　真　　　下里 勝二

　 旅　行　　　石塚 雄司　　　

        林 裕士

        中野 雅之

        鈴木 正秋

        橋本 研雄

        林 裕士

情報集会班

        若菜 勝美

同好会　　

        小澤 千明　

 第１班　　◎石塚 雄司　　〇村松 一　　秋本 茂雄　　椎谷 敏行　　下里 勝二　　鈴木 正秋　　中村 光良　　

 第２班　　◎入澤 章　　〇金子 一茂　　小澤 千明　　鈴木 郁男　　高波 信幸　　中野 雅之　　橋本 研雄　　吉田 豊治

 第３班　　◎磯川 浩　　〇井上 稔　　青木 誠　　石腰 亮　　井上晋一　　清水 功　　林 裕士　　三留 通男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        島村 盛晶

 　釣　り　　　 椎野 千秋

        山本 哲        秋本 茂雄

寒川町観光協会理事
　　　　　    　  　(任期:2年 ～2020.4.)

寒川町青少年環境浄化推進協議会
　　　　　　        (任期：1年 ～2020.4.)

寒川町社会福祉協議会評議員
                     (任期：4年 ～2021.6.)

石塚 雄司

村松　一

三澤 京子

会員増強・維持・分類
広報･雑誌

ロータリー情報

出席･プログラム
スマイル・会報(ＩＴ)

ソングリーダー

　　 ◎中村光良

第一クラブ委員会

会長エレクト　井上 晋一

会計監査 ： 鈴木 郁男

米山奨学生　2018.4～2019.9

葛嵐（カク･ラン）さん：中国　東海大学修士1年

カウンセラー：高波 信幸

　　　 　清水 功

        椎谷 敏行

        椎谷 敏行

　　    入澤 章

　　    磯川 浩         菊地 良夫

        鈴木 郁男

        鈴木 郁男

定款･細則諮問委員会

　　　 ◎内野 晴雄

　　　　　中村 光良

　　　　  金子 一茂

　　　　　三澤 京子

会長　青木 誠

国際奉仕委員会
姉妹クラブ

Ｒ財団･米山奨学

     ◎井上 稔

     ○小澤 千明

      入澤 章

幹事　高波 信幸

クラブ研修リーダー
兼

長期ビジョン検討委員会

     　◎磯川 浩

       　 菊地 良夫

◎班長　　○副班長

　　    石塚 雄司　　

　　 　 内野 晴雄   

　　 　 三留 通男   

        椎野 千秋

        井上 稔

        椎野 千秋

　　    井上 晋一

        吉田 豊治

        鈴木 正秋

        山本 哲

　　 　 内野 晴雄   　　    入澤 章

        三澤 京子

　　◎金子 一茂

　　○中野 雅之

地区補助金管理者


