
今村　康廣 （宮崎北）
出水・阿久根・川内・薩摩川内 桜井　博英 （指宿）
串木野・宮之城・大口 押井　啓一 (鹿児島SW)
伊集院・加世田・枕崎

頴娃・指宿 大塚　孝一 （宮崎北）
霧島・国分・国分中央 湯徳　数昭 （指宿）
加治木・姶良

志布志・志布志みなと・串良・鹿屋 池上　武博 （延岡東）
鹿屋西・かのや東・きもつき・南九州

田村　智英 （延岡） 鹿児島・鹿児島東南・鹿児島中央

鹿児島西南・鹿児島北 桑畑   誠 （宮崎北）
　山下　皓三 鹿児島南・鹿児島西・鹿児島城西 川崎　益央 （宮崎北）
　大迫　三郎 鹿児島東・鹿児島ｻｻﾞﾝｳｲﾝﾄﾞｳ 横山　 茂 （宮崎北）
　田中　俊實 奄美・奄美中央 宜野座  俊彦 （宮崎北）
　野中　玄雄 on to トロント委員会 奄美瀬戸内 岡田　英明 （宮崎北）
　大重　勝弘 日向・日向東・日向中央・門川 築地　加代子 （宮崎北）

延岡・延岡中央・延岡東 野元　宏二 （宮崎北）
（宮崎北）

宮崎東・西都・高鍋・佐土原

日南・日南中央

地区戦略計画委員会 地区青少年育成基金委員会 串間

　　4Ｇ会・災害復興支援委員会　（4地区幹事）

事務局次長

 (地区連絡担当)
ホスト 宮崎北RC （都城北） 〒880-0817 宮崎県宮崎市江平東町6-6

　伊藤　学而 コホスト
　山下　皓三 ＴＥＬ 0986-36-5877 ＴＥＬ 0985-77-5850
　長峯　基 ＦＡＸ 0986-36-5878 ＦＡＸ 0985-77-5851
　大迫　三郎 ✉
　田中　俊實
　野中　玄雄

PG 安満　良明
GE 小坂　泰一郎

○ 岩澤　浩二
山田　忠茂
鈴木　俊二
丸野　史郎

　田村香代子

深尾　兼好
安藤　宏
平木　泰英

◎は委員長　
○は副委員長を示します

（指宿）

押川　弘巳
川原　篤雄

喜島　健一郎
野中　玄雄
大重　勝弘

○

ガバナー補佐　11名

鳥山 　浩 （宮崎中央）

国際ロータリー第2730地区組織図（案）
ＲＩ会長 ＲＩ2730地区ガバナー

イアンＨ.Ｓ.ライズリー (オーストラリア) パストガバナー諮問委員会 副ガバナー
押川　弘巳 （宮崎北）ＲＩ会長エレクト

サミュエル・オオリ （ウガンダ） ＰＧ ○ 　海江田　順三郎 （鹿児島中央） 川原　篤雄
ＰＧ ◎ 　今林　重夫 （指宿）

大重　勝弘 （指宿）
（鹿児島ＳＷ） 喜島　健一郎 （宮崎西）

ＰＧ 　井ノ上　繁 （鹿屋）

ガバナーエレクト ガバナーノミニー ガバナーノミニーデジグネート

地区研修リーダー
 石黒　慶一 （2017-19年度） 鶴岡西 ＰＧ 　冨永　国俊 （川内） 秦　喜八郎 （宮崎中央）

ＲＩ理事 ＰＧ 　安満　良明 （加治木）
斎藤　直美　（2016-18年度）　豊田 ＰＧ 　菊地　平 （Ｅ-ｸﾗﾌﾞ2730）

地区ガバナー補佐 地　区　幹　事 地区財務委員会
第3ゾーン担当コーディネーター ＰＧ 　田村　智英 （延岡）

鹿
 

児
 

島
 

県

担当分区 担当クラブ 長嶺　貴臣 （宮崎北） ◎
ロータリー ＰＧ 　秦　喜八郎 （宮崎中央） 地区研修委員会 北

部
阿多　優二 副代表幹事（PETS) 今村　時雄 (宮崎北） ○

若林　紀男  2660地区 大阪東 ＰＧ 　伊藤　学而 （鹿児島） ◎ 秦　喜八郎 （宮崎中央） ７RC （出水） 地区副幹事（宮崎北）
ロータリー財団地域 ＰＧ 　長峯　基 （都城） ○ 菊地　平 地区監査委員会

村上　有司（2640地区）　田辺 ＰＧ 　山下　皓三 （鹿児島西） ガバナー補佐　11名 5RC （伊集院） 地区協議会 西岡　稔・宮田　安司　

（Eクラブ2730） 西
部

橋口　修治 筆頭副幹事（地区大会） 片地　昭次 (宮崎北）
(宮崎北）

ＰＥＴＳ担当 桑畑   誠 (宮崎北）
横山　守雄（2660地区）　大阪中央 ＰＧ 　田中　俊實 （鹿屋） ＲＬＩ委員会 5RC （霧島）

ロータリー公共イメージ ＰＧ 　大迫　三郎 （宮崎南） 中
部

前田　嘉郎
各行事担当 安達　龍大 (宮崎北）

○ 伊藤　学而 （鹿児島） 8RC （志布志みなと） 河野　俊郎

ロータリー財団担当
補佐　山下　皓三　（2730地区)　鹿児島西 ＰＧ 　野中　玄雄 （延岡東） ◎ 秦　喜八郎 （宮崎中央） 東

部
三浦　 優 齊藤　総一郎 (宮崎北）

ロータリーカード ＰＧ 　大重　勝弘 （指宿） (宮崎北）
ガバナー月信委員会

ガバナー指名委員会 5RC （鹿児島中央） 原田　真里 (宮崎北） ◎
山下　皓三　(2730地区)　鹿児島西 ファシリテ－ター 市

内
丸山   修 小川　俊弘 (宮崎北）

新井　貴博 (宮崎北） ○
　泰　喜八郎 （宮崎中央） ○ （宮崎南） 5RC （鹿児島東）

日韓親善委員会 ◎ （鹿児島西） パストガバナー補佐 市
内

中川　大作
(宮崎北）工藤　義治

日台親善委員会 （鹿屋） 奄
美

恵原　龍三郎 塩川　聖一 (宮崎北）
　田村　智英 （延岡）

(宮崎北）
理　事 　泰　喜八郎 （宮崎中央） （鹿児島SW) 7RC （延岡東）

長濱　尚美 (宮崎北）
ロータリー米山記念奨学会 （指宿） ◎ （宮崎北）

宮
 

崎
 

県

北
部

飯干　喬啓

（延岡東） 3RC （奄美中央）

（鹿児島） （宮崎西） 中
部

久寿米木 和夫

西本　孝康

宮崎・宮崎西・宮崎北・宮崎南・宮崎中央 仁田脇　雅之
規定審議会代表議員 （延岡東） 9RC （宮崎東）

(宮崎北） アドバイザー 菅沼　龍夫
柳川　昌理 (宮崎北）

(宮崎北）
副代表議員 　山下　皓三 （鹿児島西） 8RC （都城北） 都城西・都城中央・Ｅ－2730ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ

二宮　昌子
代表議員 　伊藤　学而 （鹿児島） 西

部
外勢　徹男 えびの・小林・小林中央・都城・都城北 力武　知子

評議員 　伊藤　学而
(宮崎北）

（日南中央）
ファシリテーター委員 瀬川 英憲 （鹿児島城西）

南
部

坂本　哲夫
RLI日本支部（2015-18） アドバイザー ◎ 平松   寛 （宮崎中央） 3RC

ＳＡＡ

河野　俊郎

ガバナー事務所
田村　智英 （延岡） 藤原 昭公 （宮崎中央） （宮崎北）直前ガバナー 大重　勝弘 （堀之内　茂） 事務局長 今村　時雄地区大会 表彰選考委員会

菊地　平
安満 良明ゾーンコーディネーター

（宮崎北）
ロータリーの友　地区代表委員 広報・公共イメージ部門 ガバナーノミニー

ガバナーエレクト 川原　篤雄 （松田　泉） 事務局次長
片地　昭次 （宮崎北）ガバナー 押川　弘巳 （長嶺　貴臣）◎

○
（指宿）
（指宿）

大重　勝弘
堀之内　茂

（宮崎北）

（宮崎北）

RLI地区代表 秦　喜八郎 （宮崎中央）

連絡先 〒885-0072　都城市上町8-9　メインホテル4F

管理責任者

（宮崎北）
菅沼　龍夫 (宮崎北） カウンセラー 山下　皓三 （鹿児島西） 川口　朋美

（宮崎北） 国際ロータリー第2730地区・地区連絡所
事務局員

喜島　健一郎 （岩切　承自） 事務局次長 小川　俊弘

連絡先

事務局員

直前ガバナー補佐全員（宮崎北）

（宮崎北）

大王　佐和子
規定審議会検討委員会 ○ 　水居　徹 （宮崎）

部門長 　尾形　栄 （延岡）

○ （鹿児島西） 　安達　龍大 （宮崎北）

佐土原ＲＣ西都ＲＣ高鍋ＲＣ

（延岡東）

地区管理運営・連絡委員会
◎ （鹿児島) ○ 　吉満　祐市 （川内）

（都城） 　中村　隆洋 （枕崎） G，PG，GE，GN，RLI委員会，Ｇ補，6部門長，広報・公共イメージ部門長

危機管理委員会(非常設委員会） 拡大・増強部門

E-mail  2017-18.osikawa-g@ri2730.org
（鹿屋） 恵原　龍三郎 （奄美中央）

クラブ管理部門 奉仕活動部門 青少年奉仕部門 ロータリー財団部門 米山記念奨学会部門

（宮崎南） 　川添　大 （きもつき） 地区幹事，財務委員長，筆頭副幹事，ロータリーの友地区代表委員

（延岡東）

○ 川原　篤雄 （鹿児島ＳＷ） 部門長 鳥山 　浩 （宮崎中央） 部門長
（鹿屋） カウンセラー （加治木） カウンセラー 大重　勝弘 (指宿)（都城） カウンセラー 菊地　 平 （E-クラブ) カウンセラー 田中　俊實

（延岡東）有村　茂樹 （鹿児島東） 部門長
◎ 田中　俊實

部門長
（鹿屋）

奉仕活動 久保田　茂 （宮崎北） ○ （鹿児島SW） （出水）

カウンセラー 長峯 　基 カウンセラー 野中　玄雄
達富　脩中熊　良定 （出水） 部門長 久保田　茂 （宮崎北） （都城西） 部門長

（鹿児島中央）

（西都）
青少年奉仕 小坂　泰一郎 （都城西） （都城中央） （鹿児島西） ○ 田島　幹洋

○ 児玉　富喜夫 （日向東） （霧島） ○ 野間　隆文
　田村　香代子○ （延岡東） （鹿児島東南） ロータリー財団委員会 学友委員会 椨　茂吉

 川原　篤雄 　森代　武志

（宮崎西）

ロータリー財団 有村　茂樹 (鹿児島東） 職業奉仕委員会 社会奉仕委員会 山ノ内　文治
（高鍋） （加治木） ◎ 有村　茂樹 (鹿児島東）国際奉仕 田島　幹洋 （延岡東） （佐土原）

（鹿児島） ○ 梶原　万次 （日向中央）

　原田　宗忠 ◎
米山奨学寄付委員会

VTT 佐藤　信博 (延岡） 女性増強委員会 クラブ研修委員会 ◎ 濵田　紘一 （鹿児島城西）佐藤　信博 (延岡） 上田　耕平 （鹿児島北）

◎ （都城中央） ◎ 　藤本　範行 インターアクト委員会
◎ 久保田　茂 （宮崎北） ◎ 児玉　富喜夫 （日向東）

前田　均 （鹿屋西） ○ 原　　正親 （鹿児島西）

広報・公共イメージ 　尾形　栄 （延岡） ○ 　梅木　安子

（鹿児島城西） 佐藤　俊一 （鹿児島SW)（高鍋） ○ 福永　健一 （奄美） ○ 赤崎　安隆
（鹿屋西） 山崎　照代

米山記念奨学 　達富　脩 （延岡東）

（都城中央） 米山奨学選考委員会
女性会員増加 田村香代子 （都城中央） 　髙木ツヤ子 （串間） （鹿児島西）

（頴娃） （都城西） 風呂井　敬(鹿児島SW） ○ 柏田　直俊 （日向） （宮崎中央） 吉村　　忍

○ 松下　一郎 （枕崎）
野間　隆文 （西都）

弁護士 新井　貴博 （宮崎北） 　早川　雅子 （鹿屋西） （日向） 職業倫理（4つのテスト）委員会
塩月　隆久 （延岡東） （宮崎南） ◎

◎ 椨　茂吉 （鹿児島中央）（鹿児島） ◎

弁護士 早川　雅子 （鹿屋西） 　志村　正子 （鹿屋西） （宮崎東）

（宮崎東） ◎

（阿久根） ◎ 山ノ内　文治
　佐藤　むつ枝 （延岡中央）

年次寄付・恒久基金委員会 米山学友委員会
　小坂　恭子 （都城中央） 大久保　貞子 （佐土原） ○ 下森　康玄 （都城） 国際奉仕委員会

◎ 福永　健一 （奄美） （串間） 補助金・ポリオプラス委員会
上田 　晋 （西都）

（宮崎北）

鹿児島県チーム 宮崎県チーム
◎ 森代　武志 （出水） ○ 萩原　隆志

（高鍋） ○ 川野　一義 (宮崎南） ○ 柳川　昌理田島　幹洋 （延岡東） （川内） ○ 井上　博功
（鹿児島東） 小坂　恭子新クラブ拡大委員会 （都城中央）

委員長  川原　篤雄 （鹿児島SW） 委員長 鳥山 　浩 （宮崎中央）

○

（鹿児島南） 戸高　豊文 （Eクラブ） 入佐　光二
（延岡）土田　孝男 （日向東） 竹尾　昌洋内倉　厚弘 （鹿児島城西） 職業情報・サービス研修委員会

梅木　安子 （鹿児島SW） 奨学金・世界平和フェローシップ委員会

PG 大重　勝弘 （指宿） ガバナー 押川　弘巳 （宮崎北）

桃木　昌明

（宮崎中央） 工藤　義治 （宮崎北） （霧島）
職業研修チーム（VTT)委員会 ◎ 佐藤　俊一 （鹿児島SW)（延岡東）

小川　俊弘 （宮崎北）

PG 田中　俊實 （鹿屋） PG 　野中　玄雄 （延岡東）

岡田　明利 （延岡東）

◎
○

（延岡東）

PAG 工藤　博美 （加世田） PAG 藤堂　孝一

二見　康之 （都城） 西田　憲一 （都城） （国分）
（延岡中央）（都城北） ○ 米丸麻希子 (国分）PAG 小原　功三 （串木野） GN  貴島　健一郎 （宮崎西）

（都城中央）

PAG 中野　三郎 （串良） PAG 中島　一郎 （串間）
○

◎ 岩澤　浩二 （加治木） （鹿児島北） 久保田岩洋
PAG 重久　真一 （国分） PAG 池井　俊彦 （小林）

宮脇　　誠 （南九州大崎） 国際奉仕委員会

（鹿児島西）

（佐土原）

田村　香代子 （都城中央）

岩切　紀幸 （宮崎）
（加治木）

（宮崎）関谷　隆次郎
PAG 興津　立夫 （鹿児島東南） 田島　幹洋 （延岡東）

（延岡東） ○
（延岡東）（鹿屋） 小山　光義 （鹿児島西）

（宮崎西） ○ 吉留　幸史 （国分） 川畑　宏二
ライラ委員会

（都城北）

鈴木　俊二

榎木　敏浩

2017-18年度鹿児島県G補佐

○ 萩原　隆志 （鹿児島南）

前年度地区幹事  堀之内　茂 （指宿） 地区幹事 長嶺　貴臣

（宮崎北） 石坂　及里子 （えびの）

PAG 隈元　保文 （奄美中央）  原田　宗忠 （佐土原） 岡田　明利
PAG 古木　圭介 （鹿児島西）

（延岡中央）

工藤　義治 （宮崎北）東 　則秋 （鹿児島東南)

（延岡東）

2017-18年度宮崎県G補佐

（宮崎北）

稲留　孝男 （川内）
（霧島）

藤原　壮一郎
前田　嘉郎

齊藤　総一郎
河野　俊郎
小川　俊弘
原田　真里

地区財務委員長 今村　康廣 （宮崎北）

秦　喜八郎

大重 勝弘
押川 弘巳
川原 篤雄

◎ 田島　幹洋

（延岡）
◎ 佐藤　信博 (延岡） 佐藤　雄二

（串良）

津野田　兼吾荒木　秀樹 （伊集院） ロータアクト委員会
（奄美） 山崎　照代高木　ツヤ子 （串間） 山田　賢一

戸高　望

吉村　隆明

江島　　寛

江島　　寛

アドバイザー 菅沼　龍夫

ロータリー雑誌委員会
◎ 深尾　兼好

岩切　承自
中島　司人
伊藤　計

（鹿児島西）

出席推進・フェローシップ委員会 上山　泰寛

（E-ｸﾗﾌﾞ2730）

（加治木）

（宮崎中央）

（指宿）

（宮崎北）

（鹿児島SW)

（宮崎西） 地区幹事エレクト

金丸　憲史

西村　和芳

miyakonojo@ri2730.org

　深尾　兼好
　藤本　範行

片地　昭次◎
○
○
○
○

宮崎西ＲＣ宮崎ＲＣ
宮崎東ＲＣ宮崎中央ＲＣ宮崎南ＲＣ

松田　泉 （鹿児島SW)

地区研修リーダー

直前ガバナー

◎

ガバナー

ガバナーエレクト

ガバナーノミニー

◎ 押川 弘巳 （宮崎北）

直前ガバナー 大重 勝弘 （指宿）

ガバナーエレクト 川原 篤雄 （鹿児島SW)

ガバナーノミニー 喜島　健一郎 （宮崎西）

地区代表幹事 長嶺　貴臣 （宮崎北）

喜島　健一郎

米丸　麻希子
佐藤　信博
丸野　史郎◎

○

◎
○

（霧島）

青少年交換委員会

小坂　泰一郎

（鹿児島南）

（延岡）

安川　潔
玉利　佳久
中島　一郎
京田　一則
川畑　幸則
荒武　治実

◎
○

2017‐18年度


