
緒方　信行 佐世保北

市瀬　久米嘉 佐世保東 市瀬　久米嘉 佐世保東 石坂　和彦 大村 宮﨑　清彰 諌早北 牟田　清敬 佐賀

隅田　達男 伊万里 隅田　達男 伊万里

安部　直樹 佐世保 安部　直樹 佐世保 委員長 福田　金治 佐世保

栗林　英雄 諫早北 栗林　英雄 諫早北 委員 千葉　憲哉 諫早北

田口　 　厚 長崎 田口　 　厚 長崎 委員 花島　光喜 鹿島 千葉　憲哉 諫早北

野口　 　清 佐賀 野口　 　清 佐賀 委員 塚﨑　寛 長崎中央 花島　光喜 鹿島 顧       問 塚﨑　寛 長崎中央 委員長 牛島　征四郎 佐賀

高城　昭紀 島原 高城　昭紀 島原 委員 上村　春甫 佐賀 塚﨑　　寛 長崎中央 副委員長 益田　裕司 佐賀

高原　武彦 有田 高原　武彦 有田 委員 緒方　信行 佐世保北

岩永　信昭 長崎北東 岩永　信昭 長崎北東

福元　裕二 佐賀北 福元　裕二 佐賀北 大石　竜基 諌早北

宮﨑　清彰 諫早北 宮﨑　清彰 諫早北 迎　雅璫嗣 鹿島 理       事 駒井　英基 佐賀南 委員長 本島　直幸 佐賀

﨑永　 　剛 長崎北 﨑永　 　剛 長崎北 岡田　康信 長崎中央 2019-2023年度評議員 宮﨑　清彰 諫早北 副委員長 田島　広一 佐賀

駒井　英基 佐賀南 駒井　英基 佐賀南 委員長 野口　　清 佐賀

福田　金治 佐世保 福田　金治 佐世保 委員 髙松　茂信 鹿島

千葉　憲哉 諫早北 千葉　憲哉 諫早北 委員 長戸　和光 牛津 リーダー 花島　光喜 鹿島

花島　光喜 鹿島 花島　光喜 鹿島 委員 堀川　二雄 雲仙 諌早南 委員 迎　雅璫嗣 鹿島 委員長 武富　浩二 牛津

塚﨑　 　寛 長崎中央 塚﨑　 　寛 長崎中央 委員 德川　清隆 唐津 副委員長 山本　康徳 牛津

上村　春甫 佐賀 委員 岡村　康司 長崎南

委員 森本　大輔 大村 地区幹事 総括 山下　雄司 佐賀 地区副幹事 総括補佐 益田　裕司 佐賀

委員 松田　洋一 諫早北 会計長 会計 大曲　清一郎 佐賀 地区副幹事 PETS・地区大会 岸川　正人 佐賀

ガバナー 上村　春甫 佐賀 副会計長 会計・事務局 大坪　恵介 佐賀 地区副幹事 PETS・地区大会 田島　広一 佐賀 委員長 織田　徳彌 佐賀

緒方　信行 佐世保北 事務局長 事務局全般 髙松　順二 佐賀 地区副幹事 クラブ管理運営 古賀　利明 佐賀 副委員長 小松　敏正 佐賀

地区幹事 山下　雄司 佐賀 副事務局長 事務局全般 木下　博幸 佐賀 地区副幹事 会員増強部門 村岡　祐吉 佐賀 副委員長 田中　芳樹 佐賀

地区副幹事 益田　裕司 佐賀 編集長 月信・ＨＰ 吉松　潤二 佐賀 地区副幹事 小松　敏正 佐賀

弁護士 牟田　清敬 佐賀 副編集長 月信・ＨＰ 真崎　俊夫 多久 地区副幹事 奉仕プロジェクト 南部　松平 佐賀

弁護士 安永　恵子 佐賀 編集委員 月信・ＨＰ 古川　麻由美 佐賀 地区副幹事 奉仕プロジェクト 木下　徹郎 佐賀

弁護士 田中　芳樹 佐賀 編集委員 月信・ＨＰ 三根　真奈美 佐賀 地区副幹事 ロータリー財団 古賀　浩之 佐賀

地区副幹事 米山記念奨学 錦織　信貴 佐賀

◎ 吉岡　義治 佐賀南 ◎ 野田　初憲 神埼 ◎ 藤永　勝之 鹿島 ◎ 原田　徹 雲仙 諌早南 ◎ 山本　正樹 佐賀南 ◎ 植松　信安 鹿島 ◎ 髙松　茂信 鹿島 ◎ 岡村　康司 長崎南 ◎ 松田　洋一 諫早北

○ 帯屋　徹 大村 坂本慎一郎 唐津東 川浪　正大 佐賀大和 中島　信哉 小城 鬼橋　正敏 武雄 小山　淳也 佐賀空港 安永　恵子 佐賀 森本　大輔 大村 錦織　信貴 佐賀

田中　芳樹 佐賀 竹田　健介 平戸 中山　晴義 佐賀南 池田　浩一 牛津 矢野　京子 諫早北 西村　亘 諌早 飯盛　裕介 佐賀北 西村　勇二 長崎 本村　一 佐賀西

岩谷　正彦 佐賀南 吉村　尊義 長崎出島 梶川ゆり子 武雄 松田　毅 唐津東 山田　晃 長崎南 峯　徳秀 佐世保北 指山　立 佐世保 瀬戸　信二 長崎南 大川正二郎 佐賀北

川島　雄輔 唐津 河野　智幸 唐津西 公門　新治 佐世保北 永石　辰巳 大村北 野中　英己 諌早西 酒井　郁子 雲仙 諌早南 西川　義文 大村 合瀨　一男 神埼

為永　淳子 大村 貞方　正一 平戸 芦塚　義幸 大村 藤岡　良規 長崎 大神　吉史 佐世保

久保　泰正 諌早西 馬場　貴博 佐世保中央 大串　龍大 長崎北 三谷　秀和 佐世保北

野口好太郎 佐世保北 上田　善行 大村北 小池　美里 鹿島RAC ◎ 森本　大輔 大村 重信　哲 佐世保南

（○印は副委員長） 光石　尚彦 諌早北 本多　善彦 雲仙 諌早南

南里　敏洋 長崎北東 ◎ 長戸　和光 牛津 ○ 喜多　清基 島原 水頭　知美 諌早北

山形　浩介 長崎出島 岸川　正人 佐賀 松尾　延大 長崎南 川上　信幸 長崎東

大宅洋二郎 有田 青野　悠 長崎中央

染谷　悦之 唐津 ○ 古川　尋美 佐賀南 高谷　信一 長崎出島

鐘ヶ江和重 佐世保北 小嶺　嘉浩 島原

稲永　卓司 諫早 原　ちなみ 長崎出島

浦中　勝美 長崎南

○ 岡田　金助 HTB佐世保

◎ 堀川　二雄 雲仙 諌早南 原口　勉 佐賀北

樋口　征司 雲仙 諫早南 嘉村　幸彦 佐賀南

下津浦正明 佐世保南 角谷　一紀 大村東

大曲清一郎 佐賀

陣内　弘子 多久

徳永　隆信 有田 ◎ 西村　勇二 長崎

太田　年一 唐津 安永　治郎 佐賀西

花原　正明 諫早北 吉井　正司 唐津西

柿川　尚孝 長崎 ◎ 瀬戸　信二 長崎南

前田　稔 長崎中央 古川麻由美 佐賀

◎ 德川　清隆 唐津

相浦　封哉 多久 ◎ 西川　義文 大村

太田　陽子 大村 冨永　雪春 伊万里

小栁伊佐義 大村東

﨑田　英介 諌早北

山田　吉盛 長崎西

尾上　信哉 長崎中央

ローターアクト委員会 ロータリー財団委員会 米山記念奨学委員会

補助金委員会

財団奨学・学友小委員会

グローバル補助金・平和フェロー小委員会

地区補助金小委員会

資金推進委員会

ポリオプラス委員会

資金管理委員会

インターアクト委員会

国際青少年交換委員会

ＲＹＬＡ委員会

諌早多良見
アーリー・ジェフリー・
スチュアート

G ガバナー事務所スタッフ　　※地区部門担当者

ガバナーエレクト

地区大会・公共イメージ部門

PG PG
※クラブのグルーピングは従来どおり

ＲＬＩ推進委員会 クラブ管理運営委員会 会員増強委員会 公共イメージ委員会 職業奉仕委員会 社会奉仕委員会

PG PG

クラブ管理運営部門 会員増強部門 公共イメージ部門 奉仕プロジェクト部門 ロータリー財団部門

PG PG 地区研修委員会 10 鶴田　 　修 長崎出島

PG PG

「ロータリーの友」地区代表委員

諌 早 西

PG PG 9 辻村　栄藏 長崎北東

PG PG 7 里脇　岩男 大 村 東

PG PG 危機管理委員会 8 久保　泰正

（財）米山記念奨学会PG PG 6 橋口　佳周 佐世保中央

PG PG 財務委員会 5 安部　重幸 平　　 戸

PG PG 3 秀島　 　寛 太　 　良

PG PG 4 熊川　嘉秀 唐 津 西

小 　　城

PG PG 地区拡大委員会 ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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RI会長 ガバナーエレクト

ジェニファー E. ジョーンズ ガバナー（RI役員）

ガバナー諮問委員会 ガバナー指名委員会 ガバナーノミニー
上村　春甫 佐賀

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ｿｻｴﾃｨ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

氏名 所属

地区チーム研修セミナー実行委員会

PETS実行委員会

地区研修・協議会実行委員会

地区大会実行委員会

（◎印は委員長、〇印は小委員長）　

米山記念奨学部門

ロータリーの友委員会（第3ゾーン）

PG

PG PG

PG PG 戦略計画委員会

PG PG ガバナー補佐

PG 2 笠　 　慶宣 佐 賀 南

PG PG 1 大家　和義
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