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研修委員会

◎成川 守彦     （有田）

〇辻　秀和 （河内長野高野街道）

　上野山英樹　  （有田）

地区戦略計画委員会

◎西谷　稔       (堺中）

〇豊田泰史　   （和歌山南） 　 嶋田　崇　　　  （有田）

　 樫畑直尚　   （和歌山）　 

　 中野　均　  　（堺東）

　 中野一郎　　 （堺清陵）

   初田隆生 　　（和歌山北）

 　寺下　卓      （海南東）    上野雅巳　     （和歌山）

 　吉田　裕    　（橋本）　 　北畑博史   (和歌山南）    新藤整市　   　（田辺）

   藤井秀香　　 （岸和田東） 　植田淳司 　  (粉河）

オンツー・ハンブルグ委員会 ◎寺下  卓  　  （海南東）

◎脇坂三蔵　   （和歌山）

〇吉川寿一   　（大阪狭山） ◎山本唯二  　（和歌山東南）

　 川端貞喜   　（和歌山） 　 吉野惣太    　（堺泉ヶ丘）

 　河村秀樹 　  （和歌山）

　 吉田弘毅  　 （和歌山）

◎井手良明　　（和歌山城南）

緊急医療体制委員会  　藤田隆生 　    （堺東）

◎瀨川良浩　　 （和歌山）

　 上野雅巳 　  （和歌山）

◎高寺　壽　　 　（泉大津）

危機管理委員会 ◎横山素夫　　　（富田林） 　 角　幸彦   　  （御坊）

◎福井隆一郎　（堺）    淺岡善彦　　　（太子）

○豊岡　敬　    （富田林） 　 西尾幸祐　（堺おおいずみ）

   中野　均　    （堺東） ◎岡本　浩　　　（和歌山城南）

   藤井秀香　   （岸和田東） 　矢倉甚兵衞    （串本）

   丸山信仁　   （御坊）

　 木下智仁      (和歌山東） 御坊（１） 堺（１） 高石（2） 河内長野（１）

 　水崎哲男　   （岩出） ◎ 委員長 河内長野（１) 岸和田（１） 富田林（1） 橋本（１）

   近藤本淳   　（高野山） ○ 副委員長 〇澤井久和　    （堺北） 泉大津（１） 松原（１） 高野山（１） 堺東南（１）

　 永野祥司　　 （岸和田） 〇澤田雅之      （粉河） 高石（１） 松原中（１） 堺フェニックス（2）

　 橋本竜也　   （富田林）    横田達夫　  　（田辺） 大阪金剛（１） 堺清陵（1）
   吉岡恵美　（和歌山アゼリア） 　 細川幸三    　（御坊東）

   近森裕子     （堺） 　 松浦　 薫　　（和歌山東南）

　 甚野　 治   (泉佐野）
　 山崎昌宏　　　（和泉南）

   永楽 　務       （御坊）

   木畑 　清       （堺北）

   垣内欣久       （有田南）

   玉井洋司       （田辺）

○木本圭二 　   （松原中）

財団監査委員会

○近藤大玄　    （高野山）

◎永野祥司　    （岸和田）

◎橋本竜也  　  （富田林）

　 中元耕一郎　  （有田）

  竈 　和夫     　（大阪金剛）

   道籏弘明      （河内長野）

   辻 　俊之       （橋本）

ロータリー平和センター担当

◎近藤本淳　    （高野山） 財団資金推進小委員会

〇森口和信      （泉大津）

ローターアクト委員会

   木村吉幸      （和歌山）

  辰已泰啓       （富田林）

〇中西秀文      （海南東）

   藤川博康      (堺）
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Ｉ Ｔ委員会　

米山記念奨学部門

米山選考小委員会

情報規定部門

情報規定委員会

財団補助金小委員会

◎中野一郎　 　　（堺清陵）

〇林　　正　　 　　(和歌山中）

   橋本拓也       （有田）

〇米澤清和　　　（大阪狭山） 　 東野裕暢　    （堺）

　 前窪貫志　    （和歌山南）

米山学友小委員会

（ロータリーグローバルリワード担当）

　 藤井幹雄　    （和歌山）

 　 脇村富士夫 　（田辺）

◎西村元秀       （堺泉ヶ丘）

　 幸坂信男  　　(大阪狭山）

米山記念奨学委員会

　 豊田英三     （和歌山）

○笹島良雄　　  （和歌山東）

　 奥野眞一　　（堺東）

  橋爪誠治　 　　（有田）

　 成川守彦　    （有田）

◎豊岡　敬　    （富田林） 　松本敏江（河内長野高野街道）

   松山雅昭       （橋本）

◎林　俊行　 　 　（和歌山）

◎坂東　剛　　　 （高石）

〇阪井祥博　    （堺泉ヶ丘）

　　古谷典子　　　（田辺）

   神谷尚孝      （和歌山東南）

   間宮美穂       (太子）

 　田端隆彦　    （貝塚コスモス）

社会奉仕委員会

　 中谷友紀　  （和歌山）

◎北岡　満　    （富田林）

　 石津剛彦　    （和歌山）

◎ 矢倉甚兵衞  （串本）

〇谷野一彦       （羽衣）

　　小竹伸和　 　（御坊）

◎川口　正　   （羽曳野）

青少年交換委員会　　喜多啓允　　　(橋本）

○田中博章　    （御坊）

　 西尾幸祐　   （堺おおいずみ）

◎近森裕子       （堺）

〇淡野勝也       （高石）

◎水崎哲男　    （岩出）

◎ 初田隆生　   （和歌山北）

 　渡辺万寿     （泉大津）

　 中谷新治     （粉河）

 　田辺弘樹   　（堺清陵）

ガバナー　　　樫畑　直尚　（和歌山）

ロータリー財団部門

クラブ奉仕委員会

会員増強・維持委員会

インターアクト委員会

ロータリー財団委員会

財団資金管理小委員会

青少年奉仕委員会

◎丸山信仁　　  （御坊）

〇 山本唯二　    （和歌山東南）

五大奉仕部門

〇角谷浩二　 　 （和歌山南）

 　前田貴彦   　（松原中）

 　肥後英樹     （岸和田）

　安井史郎（河内長野高野街道）

 　岡本　博   　 （田辺東）

 　野島好史  　 （和歌山南）

国際奉仕委員会

   米澤美保　　　（大阪狭山）

 　田中正三　　　（堺南）

　　インターアクトクラブ

   海瀬隆太郎    （和歌山）

　【スポンサークラブ（10)】

ローターアクトクラブ

財団学友小委員会

◎木村勝次       （田辺）

財団ポリオ・プラス小委員会

職業奉仕委員会

　 脇村重徳　 　（有田）

   佐藤憲成　     （泉佐野）

　 小池佳史　　（御坊東）

◎花田宗弘　     (海南東）

◎溝西　 薫       （御坊南）

【スポンサークラブ（7)】青少年・ライラ委員会

   山本博章      （泉大津）

◎山下茂男　　　（和歌山北）

  物種唯修       （堺清陵）

RLI委員会

  山本 　保       （堺東南）

　 小池正幸     （御坊）

米山寄付増進小委員会

   藤林範員　　　（有田南）


