
(川越) 第1G (鶴ヶ島) 幹事 (熊谷) (熊谷) 委員長 (吹上)

(坂戸) 第2G (志木) 副幹事 (熊谷) (熊谷) 第1G (川越中央)

(所沢) 第3G (所沢東) 〃 (熊谷) (熊谷) 第2G (朝霞)

(本庄) 第4G (寄居) 〃 (熊谷) (熊谷) 第3G (入間南)

(熊谷東) 第5G (行田) 〃 (熊谷) (熊谷) 第4G (秩父)

(入間) 〃 (熊谷) 第5G (熊谷南)

(東松山) 〃 (熊谷)

(本庄) (本庄) 〃 (熊谷)

(川越) (川越) 委員長 (熊谷) 〃 (熊谷) (富士見)

(東松山) (吹上) 委員 (富士見) 〃 (熊谷) (本庄) 委員長 (東松山むさし)

(所沢) 委員 (本庄) 〃 (熊谷) (熊谷) 副委員長 (熊谷西)

(富士見) 委員 (熊谷) 〃 (熊谷) (東松山) 第1G (坂戸さつき)

(本庄) 委員 (朝霞) 〃 （熊谷） 第2G (志木)

(本庄) 委員 (坂戸さつき) 〃 第3G (入間)

(本庄南) 委員 (深谷ﾉｰｽ) (東松山) 第4G (秩父)

委員 (行田さくら) (深谷東) 第5G (羽生)

(富士見) ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (本庄)

委員長 委員長 (本庄) ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (本庄南)

委員 委員長 (東松山) ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (行田さくら)

(熊谷西) 委員 副委員長 (入間) ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (熊谷西)

委員 副委員長 (吹上) 委員長 (熊谷)

委員 第1G委員 (川越) 副委員長 (熊谷)

(東松山) 委員 第2G委員 (朝霞ｷｬﾛｯﾄ) PG
委員 第3G委員 (入間) ☆
委員 第4G委員 (秩父) ★
委員 第5G委員 (行田さくら) ◎

(富士見) 相談役 ○
(朝霞ｷｬﾛｯﾄ)

(本庄)

PG (本庄) PG (富士見) PG (川越) PG (本庄) PG (東松山) PG (入間) PG (熊谷東)

☆ (入間) ☆ (深谷東) ☆ (入間) ☆ (熊谷東) ☆ (志木) ☆ (深谷) ☆ (入間)

★ (深谷ﾉｰｽ)

◎ (本庄) ◎ (東松山むさし) ◎ (新狭山) ◎ (和光) ◎ (川越)

○ (本庄南) ○ (熊谷) ○ (狭山中央) ◎ (熊谷) ○ (川越) ○ (坂戸さつき) ◎ (行田さくら)

(新座) (東松山) (入間) ○ (行田さくら) (入間) (川越中央) ○ (本庄)

(入間) (志木柳瀬川) (朝霞ｷｬﾛｯﾄ) (深谷) (志木) (深谷東) (熊谷)

(深谷) (日高) (川越) (熊谷東) (熊谷) (熊谷南)

(川越) (深谷) (新座) ◎ (深谷) (富士見)

(朝霞) ◎ (本庄) (坂戸) (東松山むさし) ◎ (本庄) (飯能)

◎ (坂戸さつき) ○ (川越西) (深谷ﾉｰｽ) (富士見) ○ (本庄南)

○ (川越小江戸) (新座こぶし) (熊谷東) 　大河内　隆敞 (入間南) (東松山)
(行田さくら) (熊谷) (秩父) (新所沢) ◎ (東松山)

(富士見) 　 高橋　貴子 (行田さくら) (熊谷) ○ (狭山中央)

(熊谷南) ◎ (入間) ◎ (所沢中央) (東松山) (川越)
(川越中央) ○ (東松山むさし) ◎ (行田さくら) ○ (志木) ◎ (川越小江戸) (和光)

(熊谷) (行田さくら) ○ (行田さくら) (川越) ◎ (志木) ○ (深谷ﾉｰｽ) (本庄)

(鶴ヶ島) (秩父) (志木) ○ (所沢中央) (所沢) (富士見)
(秩父) (行田) (新所沢) (行田) (志木)

(日高) (川越) (行田) (富士見) (坂戸)
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (志木柳瀬川) (行田さくら) (熊谷籠原)

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (狭山中央) (行田) (越生毛呂) ◎ (入間)
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (行田さくら) (行田) (新所沢) ◎ (本庄) ○ (鶴ヶ島)

(鶴ヶ島) ○ (東松山) (越生毛呂)

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (行田) (熊谷東) (朝霞)
(熊谷籠原) (川越)

(ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金)

委員

副委員長

矢島　淳一

理事

真下　和男

歴代地区幹事会委員長
大澤　衞 (朝霞ｷｬﾛｯﾄ)

地区代表委員 古屋　一生

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 浅田　進

R東日本大震災青少年支援連絡協議会

副委員長
坂本　元彦
大澤　衞

ﾛｰﾀﾘｰ文庫
運営委員 真下 和男

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ｿｻｴﾃｨ
地区ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ 野中　弘之   (熊谷東)
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国際ﾛｰﾀﾘｰ(RI)理事 国際ﾛｰﾀﾘｰ(RI)会長 ｶﾊﾞﾅｰ ｶﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ ｶﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 6月24日　現在

梅沢 定彦 野本　俊光 谷田 雅彦 副実行委員長 上林　寛 池田　友成

鈴木 秀憲 (吹上)
福島 良浩

〃 大川 隆史 吉田　譲二

     鈴木 秀憲    

篠﨑　弘藏
石川　嘉彦 富田　満 澤田　將信
野中　弘之 湯本　茂作 小林　肇 〃 佐藤 晴一

ﾛｰﾀﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補佐
(第1ｿﾞｰﾝ)

実行委員長 岡部 洋一

坂本 元彦(富士見) 髙橋 福八 佐橋　正行 田中 治男

(担当副幹事:福島良浩)
栗原　忍

田中 一郎 武藤　典夫

監事

RLI日本支部

ﾛｰﾀﾘｰの友

小藤　恵美子
村田　貴紀

国際ﾛｰﾀﾘｰ(RI) 諮問委員会 ｶﾊﾞﾅｰ補佐 地区幹事・地区副幹事 地区大会 地区研修委員会

斎藤 直美　(2720地区) ｼﾞｮﾝ・F・ｼﾞｬｰﾑ(ﾁｬﾀﾇｰｶﾞ) 前嶋 修身　　(熊谷) 細井 保雄　　(行田さくら) 地区事務所　完成版

鎌田 政稔
ﾛｰﾀﾘｰ公共ｲﾒｰｼﾞｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰ補佐(第1ｿﾞｰﾝ)

今泉 清詞 中嶌　清 飯塚 幸一 会長 松本 光弘

RLI委員会
鈴木　秀憲 坂本　元彦 田野　隆広 委員 茂木　聡 野口 健吉

財務委員会
立原　雅夫 前嶋 修身 平岡 和喜 委員長 深谷　雅良
加藤　玄静 地区戦略計画委員会 日向美津江
真下　和男

  大野 栄治    

飯塚　幸一  田代 充雄  
坂本　元彦 井埜　利博 中島 正義 監査 真下　和男 松本 光司

中井　眞一郎 高柳　育行 西田 善明 会計

阪本 昇寿  
新井　啓介 委員 武田　　哲 高橋　実　

梅澤　將明 関谷 永久  ﾛｰﾀﾘｰ財団部門監査委員会
委員長 真下　和男新島　修一

加藤　玄静
矢部 喜明　 (熊谷南) 地区記念誌委員会 高柳　育行 浅田　進

危機管理委員会 国際大会推進委員会 委員 深谷　雅良

細井　保雄

委員長
丸山　晃   (埼玉新聞) 日高RC 副委員長

加藤　洋子  (和光) 吉永　章子 部門委員長
吉田　眞人  (深谷) 井上　豊 部門副委員長

忽滑谷 明    (入間) 大澤　衞 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

古屋　一生
宮原 克平    (志木) 鈴木　秀憲 大川　隆史
柴﨑 典一　  (深谷) 馬場　弘 谷田　雅彦

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学部門
高柳　育行 坂本　元彦 立原　雅夫 加藤　玄静 真下　和男 石川　嘉彦 野中　弘之
ｸﾗﾌﾞ奉仕部門 職業奉仕部門 社会奉仕部門 国際奉仕部門 青少年奉仕部門 ﾛｰﾀﾘｰ財団部門

忽滑谷　明
会員増強委員会 職業奉仕委員会 地域社会奉仕委員会 梅澤　茂 ｱｸﾄ委員会 推進委員会

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学推進委員会
金井　福則 内山　明夫

水村　雅啓 武田　哲 齋藤　栄作 井桁　憲治　 宮原　克平 柴﨑　典一

島﨑　義春
森田　輝雄 竹間　暎 木下　登 田島　博夫 後藤　賢治 久保田一男 坂本　優蔵

西澤　長次 国際支援委員会 加藤　洋子 笛木　弘治
野原　章司 福島　良浩 益子　伸明　 田中　哲夫 坂口　孝 清水　純一

田久保眞理子
吉田　勝敏 小峰　政夫 長谷川　均 ｼｬﾙﾏ・ﾅｰﾋﾞﾝ 青少年交換委員会 日向美津江 渡邊　藤男
友野　政彦 荻野　光一 醍醐　清 髙丹　秀篤 田中　幸彦 広瀬　勝俊

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学学友委員会
山本　庄一 三島　俊夫 石田　純道

竹内　英明
中川　正明

横田　昌則
公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 春山　茂之 菅野　雄介 茂木　聡 安藤　泰雄

西澤　堅 大野　修司 ｱｲﾊﾞﾝｸ委員会 金子　幸男 吉田　眞人 補助金委員会

岡部　みゆき 田村　宏 新島　修一

米山　真澄
桑原　福治 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ委員会 世界遺産・無形文化遺産登録推進委

員会
国際交流委員会

今泉　学之
小林　肇 宮野　ふさ子

植竹　知子 吉永　章子

井上　博司 田中　治男 江崎　浩史

星野　秀也
松川　厚子

重竹　淳一 半田　太 倉持　成一郎 岡本　正巳 國分　学 平井　博 永井　保之

大館　廣 奨学学友委員会 石井　成人
齋藤　弘一 小澤　政治 田中　利幸 林　康雄 ﾗｲﾗ委員会 福山　健朗

金子　展明 新井　健一 中川　潤 山本　憲作 神山　昌之 (担当副幹事:富田　満)
(担当副幹事:馬場俊久) 宮前　典子 長谷川　茂 飯田　富夫 石田　善雄 鳥居由美子 下山　定夫

齊藤　勇司

清水　佳代子 長島　威 内山　俊夫 萩原　喜八郎 戸口　喜之
醍醐　治江 神田　日出雄 笠原　康男 資金管理委員会
田中　八束 小椋　剛 藤島　弘士 高校生社会体験活動支援委員会 細淵　克則
新井　啓介 橋本　一雄 長沢　友雄 五十嵐敦子

(担当副幹事:日向美津江)

大澤　康克 相原　茂吉
(担当副幹事:冨田　敏夫) (担当副幹事:小林　肇)

齊藤　大祐 (担当副幹事:田野　隆広) 山口　和範 市川　治子
(担当副幹事:田中治男) 中山　康徳 荒木　和之

(担当副幹事:田中治男)
小菅　克祥

岡部みゆき  (坂戸さつき) 矢澤　大和 地区研修協議会ホスト

篠﨑　弘臧 　(秩父) 石川　嘉彦 On To Atlanta

高柳　育行 栗山　昇 冨田　敏夫

馬場 俊久

評議員

地区代表委員

加藤　玄静
立原　雅夫

加藤　玄静

中嶌　清  　(鶴ヶ島) 真下　和男

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会


