
役員名 氏名 歴代会長（在籍者）

会長 花畑 重靖 クラブ戦略計画委員会 1999-2000年度 深谷 政男

直前会長 寺下 卓 委員長 2004-2005年度 上中 嗣郎

会長エレクト 魚谷 幸司 委員 2007-2008年度 山名 正一

副会長 魚谷 幸司 第2分区 IM 実行委員会 2009-2010年度 花畑 重靖

理事 花田 宗弘 委員長 2010-2011年度 谷脇 良樹

理事 重光 孝義 副委員長 2012-2013年度 花田 宗弘

理事 倉橋 利徳 2013-2014年度 小椋 孝一

理事 赤松 昭二 2014-2015年度 山東 剛一

理事 前田 克仁 2015-2016年度 阪口 洋一

理事 上野山 雅也 2016-2017年度 上野山 雅也

幹事 田岡 郁敏 委員長  寺下 卓 2017-2018年度 中西 秀文

会計 山名 正一 委員　花田 宗弘 2018-2019年度 山畑 弥生

会場監督(SAA) 角谷 太基 委員 中西 秀文 2019-2020年度 寺下 卓

標準クラブ定款第11条第7節、戦略計画に準拠

委員長 副委員長

公共イメージ向上委員長（会報、雑誌）

 会長、幹事、直前会長、会長エレクト

2020-2021年度 海南東ロータリークラブ 組織･委員会一覧
担当委員会 会長諮問委員会等

会員増強委員長（増強・退会防止・職業分類）

公共イメージ向上副委員長（広報IT）
クラブ管理運営副委員長（研修）  寺下 卓

 IT・ガバナー月信委員会

ロータリー財団委員長（財団）  山名 正一

クラブ管理運営副委員長（プログラム）  魚谷 幸司　田岡 郁敏　角谷 太基

クラブ管理運営副委員長（親睦活動）

奉仕プロジェクト委員長（社会・青少年奉仕）

ロータリー財団副委員長（国際奉仕）

奉仕プロジェクト副委員長（職業奉仕） 地区委員

委員
　谷脇 良樹　深谷 政男　山東 剛一
　中西 秀文　上中 嗣郎　阪口 洋一
　山畑 弥生　寺下 卓

会員増強副委員長（出席・出席率向上）

クラブ管理運営副委員長（例会運営）

委員会構成 委員長、副委員長 （理事）

クラブ管理運営委員長（情報規定）

会場監督(SAA)

　 角谷 太基
プログラム担当

　  重光 孝義
親睦活動委員長

　 倉橋 利徳
会長エレクト・副会長

　 魚谷 幸司
研修・情報委員長

　 寺下 卓

◎寺下卓 (研修リーダー)   ○上野山雅也
   谷脇良樹  　  山東剛一  　 土井元司
   田岡郁敏 (情報規定担当)

◎倉橋利徳  ○宇恵久視  ○中村俊之
   赤松昭二　　 大江久夫　   箕嶋利一
   楠部均         田中淳　      倉橋順子
   奥喜全         清水敏光     森脇節子

◎委員長　○副委員長

委員会 小委員会 委員メンバー

クラブ管理運営委員会
幹事
   田岡 郁敏

例会運営委員会
◎角谷太基  ○重光孝義
　 魚谷幸司　   田岡郁敏　　倉橋利徳

親睦活動委員会

研修・情報規定委員会

会員増強（退会防止、出席）
委員会

会長
   花畑 重靖

会計
   山名 正一

会員増強・退会防止・職業分類委員会 ◎花畑重靖 ○小椋孝一  中西秀文　上中嗣郎

出席・出席率向上委員会 ◎山名正一 ○山畑弥生  岩井克次   田中淳

奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕委員長

　赤松 昭二
職業奉仕委員長

  上野山 雅也

社会奉仕委員会(青少年含む）

職業奉仕委員会

直前会長
　 寺下 卓

広報ＩＴ委員会 ◎寺下 卓  　中村俊之

クラブ会報、雑誌委員会
◎魚谷幸司  ◯重光孝義     前田克仁
　綛田さよ志    田中祥秀     楠部均
　森脇節子　　  土井元司　   千賀知起

 青少年・ライラ委員会

 財団補助金小委員会

ロータリー財団（国際、米山）
委員会

財団委員長
　 花田 宗弘

国際奉仕委員長

前田 克仁

ロータリー財団委員会
◎花田宗弘  ○山名正一
   深谷政男  　 桑添剛　     山畑弥生

国際奉仕委員長
◎前田克仁  ○花田宗弘
   阪口洋一　　 深谷政男　　 小久保好章
   上田善計 　  花畑重靖　　 岸友子

米山記念奨学会委員会
◎阪口洋一 (カウンセラー)   ◯山東剛一
◯角谷太基     上中嗣郎      宇恵久視

◎上野山雅也 ○箕島利一 　小椋孝一
　 荻野昭裕　　   桑添剛      倉橋順子

◎赤松昭二  ○谷脇良樹　◯清水敏光
○中西秀文 (青少年担当)
　 岩井克次    小久保好章　 岸友子　 荻野昭裕
   大江久夫    千賀知起   上田善計　 田中祥秀
　 綛田さよ志　 奥喜全

公共イメージ向上（広報）
委員会

会長エレクト・

副会長

　 魚谷 幸司


