
            

地区諮問委員（コーディネーター）地区ガバナー指名委員

栗山　 　清　　（新潟東） 神成　粛一　 (新潟西） 危機管理委員会

大島　精次　　（高   田） 中條  耕二 (三条北） 羽深　耕時 （高　田） 2 年 第1分区アシスタントガバナー 相馬　義雄 ◎ 渡辺　敏彦 (新潟南） 会長エレクト研修セミナー（PETS）

佐野 　　孝　　（白   根） 渡辺  敏彦 (新潟南） 小山　楯夫 　 （新　潟） 3 年 新発田、村上、水原、中条、新発田城南、豊栄、 石本　隆太郎 (新潟） 実行委員長 遠藤　巌 　 (高田)

横山　芳郎 （新　潟） 馬塲　信彦 (三条南） 宮田   康雄 （柏   崎） 1 年 新発田中央、中条胎内、村上岩船 青池　秀夫 (新潟西） 副実行委員長 大谷　光夫 (高田)

神成　粛一　 （新潟西） 植木　康之 (柏　崎) 第2分区アシスタントガバナー 青池　秀夫 (新潟西） 室賀　信宏 (白根） 実行幹事 澤井　祥典 (高田)

中條  耕二 （三条北） 宮澤　英文 （高　田） 2 年 新潟、新潟東、新潟南、佐渡、新潟西、佐渡南、 今井　典範 (柏崎東） 地区協議会

渡辺  敏彦 （新潟南） 意義ある業績選考委員 高橋　康隆 　 （新　潟） 3 年 新潟北、新潟中央、新潟万代 加藤　祐介 (新潟南） 実行委員長 橋本　眞孝 (高田)

馬塲　信彦 （三条南） 馬塲　信彦 （三条南） 神林 　　明 （柏   崎） 1 年 第3分区アシスタントガバナー 丹羽　聖 　 (五　泉） 若桑　茂 (新発田） 副実行委員長 栗田　修行 (高田)

植木　康之 （柏　崎） 植木　康之 （柏　崎） 新津、村松、五泉、白根、新津中央、阿賀野川ライン 島　賢資 (新潟東） 副実行委員長 加藤洋一郎 (高田)

東山　昕也 (高   田） 北島　喜司男 （高　田） 筆頭副幹事・総務 第4分区アシスタントガバナー 韮澤　喜一郎 (三条南） 小山　直樹 (白根） 実行幹事 浅野 一郎 (高田)

クラブ奉仕・広報 三条、燕、加茂、三条南、分水、見附、吉田、 大島 煦美子 (有識者） 地区大会

石倉　悟 　 (高　田） 国際奉仕・公式訪問 三条北、巻、田上あじさい、三条東 石田　芳博 (有識者） 実行委員長 杉山 榮一 (高田)

米山記念奨学会 地区拡大カウンセラー GSE・ゴルフ 第5分区アシスタントガバナー 小山　常保 (柏崎東） 田村　紀子 (有識者） 副実行委員長 福田　聖 (高田)

理   事 大島　精次(高   田） 渡辺　敏彦 (新潟南） ｵﾝ･ﾂｰ･ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ 長岡、柏崎、長岡東、柏崎東、栃尾、長岡西、 副実行委員長 高橋孫左衛門 (高田)

評議員 東山　昕也(高   田） 馬塲　信彦 （三条南） 高坂　光一 (高　田） 職業奉仕・交換学生 柏崎中央 地区史編纂委員会 実行幹事 小林　元 (高田)

評議員 石本隆太郎(新　潟） 植木　康之 （柏　崎） 大島　誠 (高　田） 社会奉仕・地区大会 第6分区アシスタントガバナー 今井　芳夫 (小千谷） ◎ 横瀬　和夫 （高田東） 記念ゴルフ大会

中田　正 (高　田） 新世代奉仕　IＡ.ＲＡ.ﾗｲﾗ 十日町、小千谷、雪国魚沼、十日町北、津南、 宮田　康雄 (柏崎） 実行委員長 来海　恵 (高田)

規定審議会代表議員 地区研修リーダー 水上　喜芳 (高　田） ロータリー財団・HP 越後魚沼 韮澤　喜一郎 (三条南） 実行幹事 竹田 耕隆 (高田)

中條　耕二 (三条北） 馬塲　信彦 (三条南） 橋詰　敏一 (高　田） 米山奨学・月信・CI 第7分区アシスタントガバナー 西条　聖八 (高田東） 片野　勉 (新潟西） 競技委員長 佐藤 憲二 (高田)

補） 渡辺　敏彦 (新潟南） 田原　憲市 (高　田） 月信 高田、直江津、新井、糸魚川、妙高高原、高田東、 小田　茂明 (柏崎）

ロータリーの友委員 丸山　宗夫 (高　田） ＡＧ会・ＨＰ 糸魚川中央、頸北、越後春日山 羽深　耕時 (高田） 規定審議会委員会

ＲＩ理事指名委員 星野　剛 　 (高　田） 安田　浩 (高　田） 記録・広報 ◎ 中條　耕二 (三条北）

神成　粛一 （新潟西） 高橋　俊宣 (高　田） 副資金委員長・危機管理 ○ 渡辺　敏彦 (新潟南）

アシスタントガバナー７名

◎ 大谷　光夫 （高　田） ◎ 永井　譲 （新潟万代） ◎ 横田　泰伊 （新　井） ◎ 室賀　信宏 （ 白　根 ） ◎ 今井　典範　 （柏崎東） ◎ 中條　耕二 （三条北） ◎ 新保　清久 （新潟万代）

○ 成田　秀雄 （三　条） ○ 吉田　孝継 （柏崎中央） ○ 角谷　正雄 （雪国魚沼） ○ 小林　勇 （柏崎中央） ○ 林　健晴 （高田東） ○ 高橋　茂男 （柏崎中央） ○ 大橋　義弘 （新潟北）

加藤　政夫 （巻） 長谷川寿子 （越後春日山）

○ 成田　秀雄 （三　条） 木村　雅俊 （高　田） 松柴　尚治 （佐渡南） ○ 小林　勇 （柏崎中央） ○ 島　賢資 （新潟東） ○ 田代　徳太郎 （三条南） ○ 中村　紘一 （柏崎中央）

廣川　正通 （新潟南） 担当副幹事 高坂　光一 担当副幹事 大島　誠 本田　麗子 （ 柏崎東 ） 野崎　和久 （村　松） 寺嶋　一夫 （新潟東）

長井桂一郎 （豊　栄） 丸山　松志 　 ( 新潟北） ○ 小林　正夫 （直江津） 品田　孝行 （柏﨑 ）

山田　道夫 （新津中央） ○ 加藤　祐介 （ 新潟南 ） 髙橋　秀樹 （新　潟）

関　啓助 　 （長　岡） 直江　智成 （ 直江津 ） ○ 小山　直樹 （白　根） ○ 橋本　正雄 （柏　崎）

村山　徹 (十日町） ○ 羽深　耕時 (高　田） 倉茂　章 （ 頸　北 ） 渡部　利明 （新発田） ○ 栗田　修行 （高　田） 平塚　幸雄 （新潟南）

月岡　精一 (糸魚川中央） 上村　國喜 （長岡東） 佐野　勝榮 （ 三　条 ） 前川　秀樹 ( 直江津） 遠藤　邦彦 (柏　崎） 堀井　靖功 （高　田）

柴野　俊子 （新潟万代） 担当副幹事 石倉　悟 長部　三郎 （長　岡）

○ 水野　明朗　（新潟南） ○ 鈴木　賢彦 (高　田） 成田　秀雄 （三　条） ○ 若桑　茂 （新発田） ○ 髙橋　秀樹 （新　潟）

篠田　昇 （新発田） 熊木　繁雄 （直江津） 木宮　隆 （三条北） 高橋　主計 （津　南） ○ 安藤　幸夫 （新潟東）

木宮　隆 （三条北） 広瀬　明宣 （糸魚川中央） 横田　泰伊 （新　井） 椿井　琢光 （糸魚川中央） 星野　壽幸 （頸　北）

山田　紀之 (糸魚川） 東條　邦昭 (新　井） 室賀　信宏 （白　根） 担当副幹事 中田　正 ○ 野崎　正明 （三条南） 小野寺眞夫 （新発田）

品田　道雄 (柏崎東) 宮澤　義幸 (越後春日山） 今井　典範 （柏崎東） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 宇尾野　隆 （新　潟）

和田　知成 （新　井） 担当副幹事 石倉　悟 立川　龍雄 （新潟東） ○ 立川　龍雄 （新潟東） 担当副幹事 橋詰　敏一

小川　幸喜 （高田東） ﾁｬｰﾙｽﾞ・Ｃ・ｽﾄﾗｯﾄﾝ (高田)

担当副幹事 北島　喜司男 高橋　優子 　（新潟万代）

渡辺　嘉子 　（新津中央） 担当副幹事 水上　喜芳

安達　裕 （三条南） （ＧＳＥ） 石倉　悟

土田　茂博 （柏　崎）

RI会長

RAY KLINGINSMITH（レイ・クリンギンスミス）
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RI理事

黒田　正宏

地区資金委員

地区副幹事

ローターアクト委員会

国際奉仕委員会

青少年交換委員会

社会奉仕委員会

世界社会奉仕・友情交換委員会 インターアクト委員会

クラブ奉仕・広報委員会

ＧＳＥ委員会

オン・ツー・ニューオリンズクラブ活性化委員会

表彰審議委員会

学友会委員会

会員増強・拡大委員会

職業奉仕委員会

ライラ委員会

新世代奉仕委員会

ポリオプラス委員会

奨学生選考委員会

奨学金委員会

寄付増進委員会

補助金委員会

ロータリー財団委員会 米山記念奨学委員会

(新発田）

奨学生・学友委員会年次寄付・恒久基金委員会

ガバナー2010-2011

東山　昕也（高田）　

ガバナーエレクト

石本　隆太郎（新潟）　

地　区　主　要　行　事地区幹事 アシスタントガバナー及び各分区ロータリークラブ


