
2021-22年度　RI2560地区組織表
2021年9月3日 現在

R　I　会長 　（2021-22年度） 手続・規則委員会

ロータリー地域協働ネットワークセンター シェカール・メータ 伊藤 秀夫 渡邊 明紀 RID2560（2022-23） RID2560（2023-24）

センター長： 清水 信博（高田東） 顧問：  鈴木　重壱 （長岡） （カルカッタ-マハナガルRC/インド） （新潟万代） （新発田） ガバナーエレクト ガバナーノミニー

連携団体 副ｾﾝﾀｰ長：阿部 修靖 （長岡） 佐藤 昭（中条） 髙橋　秀樹 （新潟） 米山　忠俊 （三条北）

公益団体 地区職業奉仕委員長 山田　隆一 （新潟） R　I　D2560　（2021-22年度） 地区戦略計画推進委員会 地区幹事 地区幹事

市民ボランティア団体 地区社会奉仕委員長 加地　正樹 （新潟西） ガバナー　高尾　茂典　（新潟中央） 佐藤　真 高尾 茂典 髙橋 秀樹 福地　利明 （新潟） 石黒　隆夫 （三条北）

など 地区国際奉仕委員長 徳永　昭輝 （新潟） 渡邊 明紀 浅妻　信 福地　利明 地区財務委員 地区財務委員

地区青少年奉仕委員長 上村　宏 （長岡東）

危機管理委
員会

（別掲１）

RID2560ﾛｰ
ﾀﾘｰ学友会
（別掲２）

地区事務所 山田　隆一 （新潟） 石川　勝行 （三条北）

・評議委員会 地区諮問委員の皆様 担当　渡辺　敏彦
地区運営改善検討委員会 （別掲３）

・事務局 高尾ガバナー事務所　地区幹事 　浅妻　信　（新潟中央） 所長　丹治　芳子

地区運営アドバイザー ガバナー補佐 ガバナースタッフ 地区主要行事 　特別委員会

地区諮問委員 地区研修リーダー 第1分区 ガバナー補佐 羽田　庄一 （水原） 地区幹事 会長エレクト研修セミナー 2021年3月13日(土)

渡辺  敏彦 （新潟南） 大谷　光夫 （高田） 新発田、　村上、　水原、　中条、　新発田城南、　豊栄、 ○ 浅妻　信 （新潟中央） 2 年 実行委員長 丸山　常彦 （新潟中央）

石本隆太郎 （新潟） 地区ガバナー指名委員 新発田中央、　中条胎内、　村上岩船 福地　利明 （新潟） 3 年 副実行委員長 長谷川 厚史 （新潟南）

鈴木　重壱 （長岡） 田中　政春 （長岡西） 第2分区 ガバナー補佐 片山　政博 （新潟東） 渡邊　明紀 （新発田） 1 年 副実行委員長 伊藤　隆文 （新潟南）

山﨑　堅輔 （中条） 山本　和則　 （新潟南） 新潟、　新潟東、　新潟南、　佐渡、　新潟西、　佐渡南、 地区財務委員 地区研修・協議会 2021年5月22日(土)

佐々木昌敏 （小千谷） 新保　清久 （新潟万代） 新潟北、　新潟中央、　新潟万代 ○ 水戸部　修一 （新潟中央） 2 年 実行委員長 浅妻　信 （新潟中央）

山本　和則　 （新潟南） 大谷　光夫 （高田） 第3分区 ガバナー補佐 山口　高司 （新津） 山田　隆一 （新潟） 3 年 副実行委員長 津吉　孝司 （新潟南）

田中　政春 （長岡西） 佐藤　　真 （村上岩船） 新津、村松、五泉、白根、新津中央、阿賀野川ライン 金子　　謙 （村上岩船） 1 年 副実行委員長 山本　剛史 （新潟南）

新保　清久 （新潟万代） 地区拡大カウンセラー 第4分区 ガバナー補佐 外山　晴一 （三条北） 地区副幹事　 地区大会 2022年4月16,17日(土,日)

大谷　光夫 （高田） 新保　清久 （新潟万代） 三条、　燕、　加茂、　三条南、　分水、　見附、　吉田、 筆頭副幹事・公式訪問 広川　彰 （新潟中央） 実行委員長 大野　雅弘 （新潟中央）

佐藤　　真 （村上岩船） 大谷　光夫 （高田） 三条北、　巻、　田上あじさい、　三条東 ガバナー月信 菊池　淳哉 （新潟中央） 副実行委員長 小山　恒弘 （新潟万代）

副ガバナー 佐藤　　真 （村上岩船） 第5分区 ガバナー補佐 笠原　廣 （長岡） 会員増強・広報 保苅　玲子 （新潟東） 副実行委員長 清野　元雅 （新潟万代）

佐藤　　真 （村上岩船） 意義ある業績賞選考委員 長岡、　柏崎、　長岡東、　柏崎東、　栃尾、　長岡西、 職業奉仕 當野　篤 （新潟北） 地区大会記念　ゴルフ大会 2021年9月7日(火)

規定審議会代表議員 新保　清久 （新潟万代） 柏崎中央 社会奉仕 馬場　伸行 （新潟西） 実行委員長 大井　悌司 （新潟中央）

 代表議員 山本　和則 （新潟南） 大谷　光夫 （高田） 第6分区 ガバナー補佐 青柳　功 （小千谷） 国際奉仕・国際大会 小林　玄太 （新潟北） 副実行委員長 水本　孝夫 （新潟東）

 補欠議員 新保　清久 　（新潟万代） 佐藤　　真 （村上岩船） 十日町、　小千谷、　雪国魚沼、　十日町北、　津南、 青少年奉仕 安藤　幸夫 （新潟東） 競技委員長 中郡　正和 （新潟西）

ロータリー米山記念奨学会 ロータリーの友地区代表委員 越後魚沼 ロータリー財団 千田　芳資 （新潟万代） ＊主要行事特別委員会 は、2ヶ月以内に報告書（決算含む）提出後解散

 理 事 新保　清久 （新潟万代） 菊池　淳哉 （新潟中央 ） 第7分区 ガバナー補佐 風間　常樹彦 （越後春日山） 米山記念奨学 大平　岳男 （新潟北）

 評議員 佐々木昌敏 （小千谷） RI日本青少年交換多地区合同機構 高田、　直江津、　新井妙高、　糸魚川、　高田東、 地区主要行事（記録・会計） 大田　陸介 （新潟中央）

ﾛｰﾀﾘｰ財団地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補佐  RIJYEM社員　 糸魚川中央、　頸北、　越後春日山 地区会計監査  　　　　 近野　茂 （新潟万代）

佐々木昌敏 （小千谷） 山本　和則　 （新潟南）

 研修部門委員 表彰審議委員会

本間　啓介 （村上） ◎ 高尾　茂典 （新潟中央）

山﨑　堅輔 （中条）

新保　清久 （新潟万代）

中町　圭介 （小千谷）

浅妻　信 （新潟中央）

RLI推進委員会 会員増強・戦略・広報委員会 職業奉仕委員会 社会奉仕委員会 国際奉仕委員会 青少年奉仕委員会 ロータリー財団委員会 米山記念奨学委員会

◎ 新保　清久 （新潟万代） ◎ 3年委員長　：　山﨑　堅輔 ◎ 山田　隆一 （新潟） ◎ 加地　正樹 （新潟西） (国際大会参加推進委員会 ) ◎ 上村　宏 （長岡東） ◎ 新保　清久  （新潟万代） ◎　中町　圭介 （小千谷）

顧問 渡辺 敏彦 （新潟南） 会員増強委員会 坂本　純子 （柏崎中央） 石山　昌宏 （三条南） ◎ 徳永　昭輝 （新潟） ○ 関根　功雄 （白根） ○ 山田　雄治 （新潟南） ○ 野崎　喜一郎 （三条） ○ 渡邊　嘉子 （新津中央）

顧問 山本 和則 （新潟南） ▽ 田中　雅史 （新潟南） 小林　和也 （水原） 小山　直樹 （白根） 松原　幸人 （長岡） インターアクト 委員会 補助金委員会    寄付・資金・ポリオプラス委員会 奨学生・学友委員会

顧問 佐藤 真 （村上岩船） 髙野　裕 （長岡） 須田　寛子 （新潟東） 吉田　巧 （高田） 小柳　陽一 （新津） ▽ 佐藤　真介 （新潟東） ▽ 鈴木　孝二 （新発田中央） ▽ 武田　真 （水原） ▽ 鈴木　公子 （柏崎中央）

顧問 高尾 茂典 （新潟中央） 荏原　健志 （白根） 齋藤　高照 （新発田） 廣井　充 （小千谷） 佐藤　隆夫 （新潟） ▽ 外山　敦之 （長岡東） ▽ 宍戸　由喜夫 （村上） 中原　尚彦 （三条北）

顧問 髙橋 秀樹 （新潟） 大滝　哲也 （村上） 桑原　一憲 （村松） 中川　雄一郎 （直江津） 池田　新太郎 （新潟万代） 大野　博美 （新発田城南）

村田　正 （小千谷） ローターアクト 委員会  本保　研 （村上岩船） 資金管理委員会 植木　盛久 （柏崎東）

乗木　邦友 （新井妙高） （別掲１） ▽ 飯塚　宏佳 （高田） 菅原　健志 （新潟万代） ▽ 水本　孝夫 （新潟東） 寄付増進委員会

井上　正栄 （三条東） 危機管理委員会 相場　弘介 （三条） 渡辺  秀一 （佐渡南） 吉井　直樹 （三条） ▽ 宮嶋　正明 （新発田）

白井　大志 （新潟南） ◎委員長 石本　隆太郎 （新潟） 安田　佳世 （直江津） 石井　良樹 （新発田） 平和フェロー委員会 熊倉　正志 （新潟万代）

広報・公共イメージ向上委員会 メンバー  ライラ委員会 稲葉　忠克 （新潟西） ▽ 山田　雄治 （新潟南） 米山　光紀　 （新潟南）

▽ 小田　敏三 （新潟南） ガバナーエレクト 髙橋　秀樹 （新潟） ▽ 橋本　英俊 （栃尾） 髙坂　光一 （高田） 新保　清久 （新潟万代） 三浦　英敏 （新潟西）

佐藤　隆夫 （新潟） ガバナーノミニー 米山　忠俊 （三条北） 齋藤　嘉昭 （新津中央） 奨学金・学友会・ＶＴＴ委員会 奨学生選考委員会

桒原　美樹 （新潟） 青少年奉仕委員長 上村　宏 （長岡東） 高木　豊隆 （新潟西） ▽ 村上　揚市郎 （長岡西） ▽ 野澤　修 （新潟東）

才田　剛 （新潟南） 青少年交換委員長 鈴木　映一 （新発田）  青少年交換委員会 ▽ 大竹　賢一 （三条東） 渡辺　雅志 （長岡西）

太田　敦 （新潟西） ローターアクト委員長 飯塚　宏佳 （高田） ▽ 鈴木　映一 （新発田） 市村　正史 （十日町） 小林　達 （新潟北）

（別掲２） 馬場　工 （新潟南） インターアクト委員長 佐藤　真介 （新潟東） ▽ 坂上　彰平 （豊栄） 　 水野　義彦 （雪国魚沼）

国際ロータリー第2560地区 戦略計画委員会 ライラ委員長 橋本　英俊 （栃尾） ▽ 池亀　孝一 （越後春日山） （別掲３）

ロータリー学友会 各分区ガバナー補佐 米山記念奨学委員長 中町　圭介 （小千谷） 本間　長市 （新潟南） 地区運営改善検討委員会

会長 髙橋　秀樹 （新潟） 第1分区 羽田庄一 （水原） ロータリー財団委員長 新保　清久 （新潟万代） 神谷　勇一 （糸魚川中央） ◎ 鈴木　重壱 （長岡） 渡辺　敏彦 （新潟南）

副会長 孫 犁 冰 （新潟東） 第2分区 片山政博 （新潟東） 広報・公共イメージ向上委員長小田　敏三 （新潟南） 市川　真紀 （高田東） 佐藤　真 （村上岩船） 丹治　芳子 （新潟万代）

幹事 佐藤　真介 （新潟東） 第3分区 山口高司 （新津） RIJYEM研修部門委員 倉茂　章 （頸北） 伊藤　秀夫 （新潟万代） 時田　政義 （中条）

会計 八木　瑞香 第4分区 外山晴一 （三条北） 外部有識者委員 大島　煦美子 （女性財団顧問） オブザーバー 浅妻　信 （新潟中央）

アドバイザー 第5分区 笠原廣 （長岡） 外部有識者委員 菊池　弘之 （弁護士）

新保　清久 （新潟万代） 第6分区 青柳功 （小千谷） 医師 大井　悌司 （新潟中央）

第7分区 風間常樹彦 （越後春日山） ◎ 委員長 ○ 副委員長 ▽ 小委員会　委員長


