
ＲＩ会⻑ ジェニファーＥ、ジョーンズ(ウインザー、ローズランドＲＣ）
ＲＩ理事（22-23） 佐藤 芳郎 (岡⼭南ＲＣ）

第1地域ポリオ根絶コーディネーター 
2020-23年 規定審議会代表議員  ⾼柳 育⾏ 
2020-23年 規定審議会補⽋議員  

髙丹 秀篤 （深谷） ＲＩＪＹＥＭ 社員   

☆細井 保雄 （⾏⽥さくら）
今泉清詞 ★新井 啓介 （⾏⽥さくら） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 評議員            理事
髙橋福八 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 理事               評議員
野中弘之  藤島 弘士 （越⽣⽑呂） ロータリー文庫 運営委員会 相談役           
真下和男 清水 洋子 (2570Passport）  徳永 眞澄 （新所沢） ロータリーの友 地区代表委員             
加藤玄静 R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 顧問    
⽴原 雅夫 ⽇向 秀一 (2570Passport） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 副委員⻑        
鈴⽊ 秀憲 村⽥ 明美 (2570Passport） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 委員    
中井 眞一郎 ☆ガバナー 直前ガバナー R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 委員    
坂本 元彦 ガバナーエレクト
⾼柳 育⾏
前嶋 修身
細井 保雄 （川越⻄） 村⽥ 貴紀 （2570Passport）
茂⽊ 正 齊藤 勇司 （鶴ヶ島）
相原 茂吉 村⽥ 明美 (2570Passport）
水村 雅啓 細淵 克則 （入間）

江崎 浩史 （新所沢）
★村⽥ 明美 (2570Passport）

☆真下 和男 （東松⼭） 廣拆 正美 （秩父）
 ⻄川 孝博 （川越） 広拆 勝俊 （深谷東）
 ⿊⽥ 淳一 （⾏⽥） 中嶋 理恵子 （羽⽣）

石川 篤信 （羽⽣）  ☆⽇向 秀一
 ⾼⽥ 幸⽣
 水野 淳

委員 忽滑谷 明 （入間）
会計 清水 洋子 ☆村⽥ 明美 (2570Passport）
監査 真下 和男  （東松⼭）

 ☆⽇向 秀一 (2570Passport） 市川 雄也

会⻑ ⽊島一也  ⽥口 幸多

第１グループ
⽥村 宏 （川越⻄）

（熊谷南） 第２グループ
ガバナー ⼭崎 一吉 （朝霞）
直前ガバナー 第３グループ

☆委員会委員⻑ ガバナーエレクト 白井 威 （⽇⾼）
地区研修リーダー 第４グループ

★委員会副委員⻑ ⻘少年交換委員⻑ ⾦井 福則 (本庄）
ローターアクト委員⻑ 第５グループ
ロータリー財団統轄委員⻑ 新井 裕喜 （羽⽣）

            クラブ⽀援体制（ガバナー補佐・地区研修委員会）

☆宮本 伸子 （⾏⽥さくら）
★須⽥ 礼子 （本庄） ★宮原 俊介 （志⽊） (⾏⽥さくら） （新所沢） (熊谷南）

 町⽥ 秀雄 （⽇⾼）
 ⽇向 秀一 （2570Passport）  細⽥ 浩司 （入間） ☆中嶋 理恵子 （羽⽣） ☆⾼橋 貴子 (⾏⽥さくら） ☆⽥久保 眞理子 （熊谷）
 坂⽥ 光司 （深谷ノース）  小坂 雅彦 （⽇⾼） ★安齋 治一郎 （寄居） ★竹内 英明 (富士⾒） ★中嶌 清 （鶴ヶ島）

 荻野 真仁 （寄居）  小川 唯一 (越⽣⽑呂）  須賀 昭夫 (川越）  櫻井 祐治 （本庄）
 菅間 俊彦 （川越⻄）  星野 秀也 (東松⼭）  赤坂 匠康 （寄居）
 栗原 忍 （朝霞） ☆細淵 克則 （入間）  市川 治子 (越⽣⽑呂）  清水 洋子 (2570Passport）
 前島 宏之 （飯能） ★佐橋 正⾏ （寄居）  野口 健吉 (東松⼭むさし）
 ⽇向 秀一 （2570Passport）  ⻄川 和⼈ （志⽊） ☆東 美栄 （狭⼭中央）
 谷⼭ 誠 （加須）  新倉 良之 (所沢東） ★中村 重継 （⾏⽥さくら）
 ⼤谷 文孝 （⾏⽥さくら） ☆荒⽊ 和之 （朝霞）  押野⾒ 孝道 (深谷）  京野 弘一 （川越）

★有岡 俊⾼ （川越中央）  温井 康宏 (本庄）  ⼭崎 京子 （川越）
☆⼭口 和範 （東松⼭）  村⽥ 明美 (2570Passport）  川野 健⼈ (⾏⽥さくら）  一柳 達朗 （入間）
★中川 潤 （新所沢）   ○ガバナーエレクト
 白幡 英悟 (入間） ☆鳥居 由美子 (所沢）
 下境 将寛 （深谷） ★⽇向 美津江 (熊谷）
 堀口 雄一朗 （羽⽣）

☆⽥島 博夫 (⾏⽥さくら）
★下妻 慶悟 (深谷）
 栗原 雄一 (川越）
 後藤 健 (入間）
 ⾼畑 泰寿 (秩父）
 ⽥中 哲夫 (熊谷）
 ⻑島 豊 (⾏⽥さくら）

☆⼾髙 健司 (新座こぶし）

☆齊藤 ⼤佑 (鶴ヶ島）
★吉原 正洋 (坂⼾さつき）
 向井 宏倫 （鶴ヶ島）
 市川 ⼤ (鶴ヶ島）
 滝沢 文夫 （入間）
 ⾼⽥ 幸⽣ (深谷ノース）
 松岡 由浩 (⾏⽥さくら）

★晝間 和弘 (入間）

 小林 郡司 (⾏⽥）
 松本 裕史 (羽⽣）

☆鈴⽊ 幹枝 (東松⼭むさし）
★清水 佳代子 (⽇⾼）
 宮前 典子 (鶴ヶ島）
 友⽥ 雅明 (坂⼾さつき）
 小澤 政治 (東松⼭むさし）
 ⾦子 展明 (秩父）
 半⽥ 太 (⾏⽥さくら）

五十幡  和彦

（⾏⽥さくら）

第２５７０地区 RC ５０クラブ 衛星C ２クラブ

2022-23年度 RID2570 地区組織図    （地区協承認後辞退） 

ＲＩＪＹＥＭ 一般社団法⼈国際ロータリー⽇本⻘少年交換多地区合同機構の略

（熊谷）

地区⼤会委員会

RLI⽇本⽀部
地区代表委員

地区代表ファシリテーター

RLI委員会

危機管理委員会

外部

（富士⾒）

(本庄）
（川越）

ロータリー財団統轄委員会

ロータリー財団奨学学友・平和フェロー委員⻑

諮問委員会

（本庄）
（熊谷）

（入間）

副ガバナー

(吹上）

（本庄）
（熊谷東）
（東松⼭）

（本庄）
（川越）

地区代表幹事

地区幹事

鈴⽊ 秀憲 (吹上）

（川越）

地区研修リーダー
細井 保雄  (⾏⽥さくら）

地区研修委員会

地区戦略計画委員会

熊谷・⾏⽥・羽⽣・加須・熊谷⻄
⾏⽥さくら・熊谷東・吹上・熊谷籠原・熊谷南

⾼柳 育⾏ 

朝霞・志⽊・富士⾒・新座・和光・朝霞キャロット・新座こぶし
和光21幸魂R衛星

（本庄）
（本庄）

（⾏⽥さくら）
（本庄）

(2570Passport）
（深谷ノース）
（深谷ノース）

⾏動規範担当

補助⾦委員会

ガバナーエレクト

地区副幹事

入間・所沢・飯能・新所沢・⽇⾼・所沢⻄
新狭⼭・所沢東・入間南・所沢中央・狭⼭中央

深谷・本庄・秩父・寄居・児玉・岡部
深谷東・川本・皆野⻑瀞・2570Passport・深谷ノース

DEI委員会

ローターアクト委員会

ローターアクトクラブ
川越RAC 会⻑

城⻄⼤学RAC 会⻑

ハラスメント調査委員会

ガバナーノミニー

東京国際⼤学

城⻄⼤学

細井 保雄
茂⽊ 正 

ガバナー補佐  担当クラブ

川越・東松⼭・小川・坂⼾・越⽣⽑呂・川越小江⼾・川越⻄・鶴ヶ島
川越中央・坂⼾さつき・東松⼭むさし・川越小江⼾アクティブR衛星

ガバナーノミニー

☆渡邊 藤男

(所沢）

奨学学友・平和フェロー委員会

推進委員会

こども家庭委員会

国際奉仕委員会

社会奉仕委員会

地域社会奉仕委員会

アイバンク担当

ブライダル担当

奉仕プロジェクト統轄委員会
委員⻑

職業奉仕委員会

ロータリー⽶⼭記念奨学統轄委員会
委員⻑

学友委員会⻘少年交換委員会

資⾦推進・管理委員会

委員⻑

ライラ・インターアクト委員会

⻘少年プロジェクト統轄委員会
委員⻑

ポリオプラス委員会

渡邊 藤男

地区ガバナー村⽥ 貴紀
（2570Passport）

(2570Passport）

 江崎 浩史

細井 保雄
前嶋 修身
真下 和男
齊藤 勇司
坂本 元彦
矢島 淳一
野口 健吉
⻄川 和⼈

熊谷籠原RC 

会員増強・IT推進委員会公共イメージ委員会 

地区⼤会実⾏委員会

 ガバナー補佐
☆ガバナーエレクト

国際⼤会推進委員会

財団監査委員会

地区財務委員会

歴代地区幹事会

地区研修協議会ホスト
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