
藤中　秀幸 高木　道之 下関中央 代表幹事 松原　博幸 防府

金子　正己 宇部 副代表幹事 井藤　憲彰 防府

山本　一成 防府南 副代表幹事 田中　信治 防府

委員長 伊賀　訓之 徳山東 副代表幹事 澤田　健規 防府

委員 中村　義行 岩国中央 副代表幹事 片岡　謙一 防府

委員 田中　美宇 大竹 地区会計長 中村　明人 防府

委員 白井　孝司 広島南 地区会計長補佐古閑　謙士 防府

南　利次 呉東 地区幹事 水津　信之 防府

澤井　一徳 広島空港 地区幹事 東　佳範 防府

本田　祐二 福山丸之内 地区幹事 岩本　徹也 防府

谷口　宏樹 福山赤坂 地区幹事 久保　浩通 防府

委員 危機管理規定による 委員長 大之木　精二 中島　諭 三次中央 地区幹事 河村　高志 防府

副委員長 中川　筆之 三次 地区幹事 加藤　稔 防府

タスクフォース 竹中　雅彦 福山西 地区幹事 桝野　正明 防府

委員長 タスクフォース 松田　文雄 広島城南 地区幹事 村重　浩三 防府

委員 タスクフォース 村上　光 因島 地区幹事 齋藤　兼三 防府

委員 タスクフォース 河上　隆司 山口南 大会実行委員長 神徳　眞也 防府 地区幹事 西村　健治 防府

委員 タスクフォース 正木　康史 岩国西 大会副実行委員長羽嶋　秀一 防府 地区幹事 岩城　淳 防府

委員 タスクフォース 松尾　仁 広島東 大会幹事 橋本　康弘 防府 地区幹事 松永　雅紀 防府北

委員 タスクフォース 三宅　宏 尾道東 大会副幹事 梅本　洋平 防府 地区幹事 田中　康一 防府南

委員 事務局運営規定による 石川　良興 徳山 大会副幹事 上田　清侍 防府 地区幹事 白石　民彦 防府

大会副幹事 伊藤　麻里子防府
大会副幹事 市川　真也 防府

会長 福山　周 委員 大之木　精二 カウンセラー 大会副幹事 脇　幸典 防府 事務局長 田中　信治 防府
カウンセラー ホストクラブ 防府RC 事務局員 岡崎　由美
委員長 コホストクラブ 防府南RC　防府北RC 事務局員 布施　美佐子

会長 石神　輝雄 委員 事務局員 三原　生美
委員
委員 カウンセラー 諏訪　昭登 編集委員長 中司　達美 防府

会長 中澤　裕基 委員 中村　明人 ②防府 副編集委員長 入江　弘幸 防府
委員 編集委員 松田　和彦 防府
委員 編集委員 石田　浩三 防府
委員 編集委員 原　誉顕 防府

編集委員 林　勲 防府

カウンセラー カウンセラー (奉仕プロジェクト部門） カウンセラー カウンセラー
（全般） 水津　信之 ② 片岡　謙一 ② 久保　浩通 ② (青少年奉仕/常設プログラム部門） カウンセラー 委員長 山本　清 委員長 清水　秀樹

山下　哲夫 ① 田中　朋博 ① 佐藤　克則 ① 加藤　稔 ② 岡本　倫明 ①広島西南 資金管理小委員長小田　大治 三次 副委員長 西本　守利
後藤　道幸 ③ 井上　文之 ③ 北村　洋一 ③ 竹内　太甫 ③福山 ポリオプラス小委員長 川本　晏聖 福山東 委員 長場　誠

資金推進小委員長三宅　浩史 下関中央 委員 藤木　賞之
補助金小委員長 松井　敏 広島 委員 澤田　健規
VTT小委員長 三吉　孝治 福山南 委員 岡本　俊雄

片岡　謙一 ② 河村　高志 ② 桝野　正明 ② 奨学金・学友小委員長松本　治彦 宇部西

遠崎　秀一 ① 梶本　尚揮 ① 佐古　雄司 ① 伊賀　訓之
豊田　滋之 ③ 浅利　和男 ③ 長藤　光成 ③ 蔵清　正一 周南西

古澤　宰治 広島中央

藤本　政昭 尾道

東　佳範 ② 村重　浩三 ② 松永　雅紀 ② 神原　宏尚 福山

橋本　幸範 ① 渡邊　英晶 ① 水谷　耕平 ① 白石　民彦 防府

佐藤　卓己 ③ 中島　秀司郎 ③ 目﨑　章悟 ③ 佐藤　二郎 広島西南

カウンセラー 田原　榮一 齋藤　兼三 ② 田中　康一 ② カウンセラー
事務局長委員長 杉山　知行 防府 事務局員委員 廣川　裕 広島東 岩田　智博 ① 上杉　昌幸 ① 八百谷　俊昭岩国西

事務局 藤村　欣吾 広島中央 事務局員委員 児玉　哲郎 広島中央 松本　壮一郎 ③ 藤井　好夫 ③ 森本　洋一 岩国中央

委員 林　弘人 下関 事務局員委員 松浦　秀夫 呉

事務局員委員 賣豆紀　雅昭萩 事務局員委員 松尾　恵輔 三原

事務局員委員 篠崎　文彦 宇部西 事務局員委員 井上　文之 福山 西村　健治 ② 岩城　淳 ②
事務局員委員 津田　廣文 徳山ｾﾝﾄﾗﾙ 事務局員委員 髙橋　敦 福山南 三宅　陽一郎 ① 田中　健志 ①
事務局員委員 藤本　俊文 岩国西 委員 堀川　正城 三次中央 吉川　純弘 ③ 河田　将人 ③

広島西南職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会

防府
広島西南

福山

防府

福山

広島廿日市

防府
広島西南

福山

PG 新田　薫 山口南 G5

地区研修委員会 G3
藤中　秀幸 藤中　秀幸 PG 西村　栄時 岩国西 委員長 井藤　憲彰 防府

地区表彰　選考委員会 次期研修リーダー PG 元RI理事 南園　義一 防府
G4

吉原　久司
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ガバナー

脇　正典　　　防府RCホルガー・クナーク　　ヘルツォークトゥム・ラウエンブルグ・メリンRC

ＲＩ会長

田原　榮一 G1
PG 天野　肇 福山 G2

委員長 杉川　聡 PG 元RI理事 松本　卓臣 福山
国際大会推進委員会 ガバナーエレクト 地区諮問委員会 地区研修リーダー ガバナー補佐 地区幹事

G6
杉川　聡 カウンセラー 前田　茂 PG 永冨　稔 下関東 地区チーム研修セミナー G7
晝田　眞三 危機管理委員会 PG 松本　茂太郎 福山 ＰＥＴＳ

G8
地区拡大委員会 委員 脇　正典 PG 諏訪　昭登 広島西 ＲＬＩ G9

委員長 晝田　眞三 PG 金子　信 萩 地区研修・協議会

G11
委員 晝田　眞三 PG 田村　泰三 柳井 G12

周南西 G10
委員 吉原　久司 委員 石川　良興 PG 前田　茂 三次 RLI委員会
委員長 藤中　秀幸 委員 杉川　聡 PG 岡田　幹矢

PG 金子　克也 福山南
PG 大之木　精二 呉

東　良輝金子　信

73RC
地区事務局運営委員会 ガバナー指名委員会 ＩＭ

地区大会実行委員会
委員

PG 田原　榮一 広島中央委員
PG 東　良輝 宇部西

田原　榮一
藤中　秀幸

委員長
吉原　久司
晝田　眞三

委員
PG 吉原　久司 尾道委員
PG 藤中　秀幸 岩国中央

吉原　久司
晝田　眞三

脇　正典
杉川　聡

地区会計
GN

米山学友会 副委員

PG 晝田　眞三 福山

審議会委員会
GE 杉川　聡 広島西南石川　良興

前田　茂

石川　良興

地区財務委員会

ロータリー財団学友会
大之木　精二

会計長 中村　明人

金子　克也

地区事務局戦略計画委員会
天野　肇

福山

藤中　秀幸

地区会計監査

青少年交換学友会

田原　榮一
岡田　幹矢

①
日下　真吾 ③

吉原　久司
晝田　眞三
脇　正典
杉川　聡

金子　克也
防府 (全般) 防府 (全般) 防府 呉南 尾道

クラブ管理運営(戦略計画)委員会 公共イメージ委員会 会員増強委員会 ロータリー財団委員会 米山記念奨学会委員会
晝田　眞三 吉原　久司 カウンセラー 西村　栄時 カウンセラー

奉仕プロジェクト委員会

福山丸之内 福山 福山

岩国中央

福山

防府

広島西南 広島西南 広島西南 (全般) 防府
広島中央

雑誌［ロータリーの友］委員会 ローターアクト委員会
防府 防府北

ＲＩ理事

辰野　克彦　　　東京西RC

広島西

委員長 田村　泰三

ロータリー情報委員会IT委員会

東　良輝
前田　茂

藤中　秀幸

広島西南 広島西南 徳山東

福山 福山

防府 防府

山下　幸彦

月信編集委員会

広島西南

福山

福山北

青少年交換委員会
防府

ロータリー財団監査委員会インターアクト委員会
防府南
広島廿日市

広島西南 広島西南

松本　茂太郎

福山 福山REC

防府
広島西南

福山

がん予防推進委員会


