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入会年月日・委員会所属一覧表
新年度･1997−1998 1998−1999年度 1999−2000年度 2000−2001年度

1 味　戸　誠一郎 1997.４.５ ◎職業　　分類 　副幹事　　会計 　幹事 ○プロ

2 小　口　憲太朗 1997.４.５ ◎プロ　○職業　親睦 ◎財団　　情報 ○分類　　親睦 　スマイル

3 長　尾　　　勉 1997.４.５ ◎会報　プロ　広報 ◎広報 ◎尊重　○出席 ◎選考

4 石　堂　勝　壽 1997.６.20 　親睦 ◎増強　　S.A.A. ◎会報 ◎出席

5 佐　藤　功　一 1997.６.20 ○分類　増強 ○職業 ○社会 ◎職業

6 津　野　順　子 1997.６.20 　尊重 ◎米山 ◎社会 ◎会計　　職業

7 滝　田　幸　子 1998.４.10 　親睦 　親睦　　スマイル ◎雑誌　　S.A.A. ○出席

8 橋　本　弘　幸 1998.４.10 　親睦 　出席 ◎米山 ◎増強　　親睦

9 安　中　利　夫 1998.５.29 　スマイル 　スマイル ○S.A.A.　○会報 ◎会報　　分類

10 蔭　山　寿　一 1999.７.23 　スマイル ○雑誌

11 鈴　木　かおる 2003.１.８
12 鉄地川原　正顕 2004.１.21
13 宮　﨑　登志行 2007.４.11
14 藤　田　弘　美 2010.７.21 　副幹事　　環境 　幹事 　選考　 ◎尊重

15 宮　澤　キヨ子 2010.７.21
16 土　田　　　博 2011.７.15
17 武　藤　起代子 2011.10.12
18 増　子　ふみえ 2012.７. 4
19 松　川　義　行 2013. 2 . 6
20 釆　女　真　弓 2013. 7 . 3
21 大　山　三起雄 2013.11. 6
22 小　林　悦　子 2016. 2 . 3
23 宗　形　千　鶴 2016. 4 . 6
24 渡　邉　孝　子 2016. 4 .27
25 渡　邊　まりこ 2016. 6 .１
26 小　林　真砂子 2017. 2 .１
27 井　上　　　厚 2019. 2 .13
28 内　田　朝　美 2021. 6 .23
29 遠　藤　典　宏 0000.₀.00
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

◎委員長　○副委員長　エレクト…会長エレクト　直前…直前会長　奉仕⑴…クラブ奉仕⑴　情報…ロータリー情報
増強…会員増強　選考…会員選考　分類…職業分類　増強・選考・分類…会員増強・会員選考・職業分類　奉仕⑵…グラブ奉仕⑵
プロ…プログラム　親睦…親睦活動　会報…クラブ会報　広・雑…広報・雑誌　スマイル…スマイルBOX　職業…職業奉仕
社会…社会奉仕　尊重…人間尊重　環境…環境保全　国際…国際奉仕　財団…ロータリー財団　米山…米山記念奨学会
CLP…CLP検討　増強・防止…会員増強・退会防止　奉仕PJ…奉仕プロジェクト　新世代…新世代奉仕
クラブ管理…クラブ管理運営　戦略…戦略計画
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2001−2002年度 2002−2003年度 2003−2004年度 2004−2005年度 2005−2006年度 2006−2007年度
◎親睦　　プロ ◎増強 ◎環境　雑誌　 　副会長　　奉仕⑵ 　エレクト　　奉仕⑴ 　会長

◎分類　親睦 ○選考 ○米山　　国際 ◎国際 ◎親睦 ○出席　○広・雑

◎出席 ◎国際 　副会長　　奉仕⑵ 　エレクト　　奉仕⑴ 　会長 直前　副S.A.A.情報

◎S.A.A.　　広報 ◎社会　　親睦 ◎親睦　スマイル ○プロ　スマイル ○社会 ◎スマイル

◎選考　○広報 ◎雑誌　　出席 ◎増強　親睦 ◎双子　○雑誌 ◎社会 ◎財団

○プロ　　S.A.A. ◎職業　　選考 　副幹事　○スマイル 　幹事 ○財団　　親睦 ◎増強・選考・分類

○環境　親睦　 ◎会計　　増強 ◎プロ ◎増強　○尊重 ◎スマイル　分類 ○米山　　職業

○尊重 ◎財団 ◎社会 ○広報　親睦 ○国際 ◎尊重　　親睦

◎雑誌 ◎分類　○会計 ○プロ　○新世代 ◎プロ 　幹事 ◎国際

◎社会　　親睦 ◎米山　　増強 　副S.A.A.◎家族 出席 　S.A.A． 　副幹事　◎家族 　幹事

　親睦　　出席 ○家族　　選考 　副幹事 ○スマイル ◎100周年 親睦 ○家族 ○親睦

　広報　　親睦 ○職業　スマイル ○出席　　親睦 　副会計　○環境

　親睦

◎広報　社会 ◎親睦　　財団 ◎国際 ◎環境　○出席 ◎プロ ◎職業
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2007−2008年度 2008−2009年度 2009−2010年度 2010−2011年度 2011−2012年度
味　戸　誠一郎 　直前　副S.A.A.　情報 　S.A.A.　○情報　国際 　監事　◎情報　○スマイル ◎奉仕PJ　○国際 ◎ロータリー財団　◎財団

小　口　憲太朗 ○会報　○職業　尊重 ○尊重　　スマイル ◎I.T　○新世代 ○会報　プロ　財団 ○国際　親睦

長　尾　　　勉 　S.A.A.　○情報 　監事　◎情報　尊重 　副S.A.A. ◎広・雑　○情報　出席 ◎情報　○職業

石　堂　勝　壽 　増強・選考・分類　○プロ ○新世代　　増強・選考・分類 ○親睦 ◎親睦　○新世代 ○環境　　親睦

佐　藤　功　一 ◎広・雑 ◎会報　　新世代 ○増強・防止 ◎ロータリー財団　◎財団　スマイル 　副S.A.A.　◎広・雑

津　野　順　子 　副S.A.A.　◎新世代 ◎米山　　財団 　親睦　○財団　○米山 ○米山　　副S.A.A. 　会計　　出席

滝　田　幸　子 　増強･選考･分類　○財団 　副S.A.A.　○職業 　増強・防止　○職業 ○広・雑　　環境 ◎奉仕PJ　◎職業　親睦

橋　本　弘　幸 ◎増強･選考･分類 ◎社会　○プロ ◎ロータリー財団　○財団 　副会長　◎クラブ管理　○プロ 　社会

安　中　利　夫 　親睦　◎環境 　副会長　　奉仕⑵　CLP 　エレクト　◎会員組織 　会長 　直前・監事

蔭　山　寿　一 　会計　　会報 ◎増強･選考･分類　　職業 　副会長　◎クラブ管理 　エレクト　◎会員組織 　会長

鈴　木　かおる ○出席　　米山 　幹事 　会計 ◎環境　副S.A.A. 　副会長　増強･防止　◎クラブ管理

鉄地川原　正顕 　広・雑　○尊重 　国際 ○国際 ○環境　　広・雑 　副会計　○新世代

宮　﨑　登志行 　親睦　　新世代 ○親睦　　出席 　副幹事　親睦 　幹事 　幹事

藤　田　弘　美 　エレクト　◎会員組織

宮　澤　キヨ子 ○スマイル　　親睦

土　田　　　博 　親睦　　スマイル

武　藤　起代子 　親睦　　スマイル

増　子　ふみえ
松　川　義　行
釆　女　真　弓
大　山　三起雄
小　林　悦　子
宗　形　千　鶴
渡　邉　孝　子
渡　邊　まりこ
小　林　真砂子
井　上　　　厚
内　田　朝　美
遠　藤　典　宏
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2012−2013年度 2013−2014年度 2014−2015年度 2015−2016年度 2016−2017年度 2017−2018年度
◎奉仕PJ　　情報 ◎ロータリー財団　◎財団　国際 ◎ロータリー財団　副会計 ◎奉仕PJ　情報　○20周年 ◎IT ◎IT　副S.A.A.

○親睦　　国際 　副会長　◎クラブ管理 　エレクト　◎会員組織 　会長 　直前　○戦略 ○戦略

　S.A.A.　○新世代 　副S.A.A.　○出席　◎環境 　副S.A.A.　◎情報　○職業 　会計　○会報 ○親睦　副S.A.A. ○職業　副S.A.A.

○会報　◎環境 　スマイル　○環境　○財団 ◎奉仕PJ　プロ　親睦 ○環境　　親睦 ○親睦 ○親睦

◎スマイル　○環境 ◎社会 　会計　○出席 　副会長　◎奉仕⑵　戦略 　エレクト　◎クラブ管理　戦略 　会長

◎会報　○国際 ◎スマイル　会報　IT ◎出席 ◎スマイル ○スマイル ○スマイル

　副会計　◎親睦 　副会計　◎出席　米山 ◎プロ　　親睦 ◎職業　　親睦 ◎職業　　親睦 ◎社会　○増強

　副会長　◎クラブ管理 　エレクト　◎会員組織 　会長 　直前・監事　◎戦略 ◎戦略 ◎戦略

　副S.A.A.　◎国際 ◎増強・防止　広・雑 ◎増強・防止 副S.A.A.　◎情報 　S.A.A.　　職業 副S.A.A.　○社会

　直前・監事　○情報 　S.A.A.　◎情報　○職業 　副幹事　◎環境 　幹事 ◎広報 　会計　○広報　◎増強

　エレクト　◎会員組織 　会長 　直前・監事　○国際　○米山 ◎財団 　会計　副幹事　青少年 　幹事

　親睦　○職業 　出席　○社会 　増強・防止 ○財団　　親睦 ○米山 　財団

　出席　○スマイル　◎新世代 ◎親睦　○新世代 　副会長　◎クラブ管理　○情報 エレクト◎奉仕⑴○青少年
○戦略　○20周年 　会長 　直前

　会長 　直前・監事　○情報 　S.A.A. ◎米山　○スマイル ◎社会　　米山 ◎米山　　社会

　出席　親睦　○広・雑 　出席 ○親睦　◎職業 ◎会報　○出席　親睦 ◎出席　　親睦 ◎広報

　親睦　　社会 　親睦　○広・雑 ◎社会 ◎青少年　　親睦 ○青少年 　青少年

　親睦　　環境 ◎職業　環境 ◎親睦 ◎広報　○親睦 ◎増強　　親睦 　副会長　◎奉仕PJ

　親睦 　親睦　◎広・雑　新世代 ○スマイル ○職業　◎広・雑 ◎プロ ○米山　　プロ

　副S.A.A.　　親睦 ◎国際 ◎プロ　○国際　親睦 ◎財団　○職業　国際 　副幹事　◎財団　◯青少年

　親睦 ◎広報　○プロ 　副幹事　◎社会　○プロ 　幹事 ◎プロ　　広報

　親睦 　親睦　○環境 ◎環境　親睦 ◎親睦 ◎職業

○出席　　親睦 ◎青少年　○出席　国際

　親睦 ◎出席　　米山

　親睦 　財団

　親睦　　IT ◎親睦　　IT

　親睦
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2018−2019年度 2019−2020年度 2020−2021年度 2021−2022年度 2022−2023年度
味　戸　誠一郎 ◎増強　　社会 　会計　○戦略 　副会長　◎奉仕PJ　○青少年 　エレクト　◎クラブ管理　　増強 　会長　　増強

小　口　憲太朗 ◎戦略 ◎国際 ◎国際　○公共・IT　○戦略 ◎国際　○戦略　　増強 　会計　◎財団　○国際　　増強

長　尾　　　勉 　S.A.A.　　親睦 ○親睦　　米山 ◎親睦　副S.A.A. ◎スマイル　○社会　　副S.A.A.
　出席　　親睦　　増強 ○職業　　増強

石　堂　勝　壽 ○親睦 　親睦 　親睦 ◎出席　　スマイル　　増強 ◎出席　　親睦　　増強

佐　藤　功　一 　直前 ○青少年 　副S.A.A.　　社会 ◎米山　○出席
　副S.A.A.　　増強 ○米山　　増強

津　野　順　子 ○出席　　スマイル ○出席　○スマイル　　親睦 ○出席 　副S.A.A.　　公共・IT
　社会　　増強 ○出席　○スマイル　　増強

滝　田　幸　子 ○増強　　親睦 ◎広報　　親睦 ○社会　　増強 　親睦　　増強 ◎職業　　増強

橋　本　弘　幸 ◎IT　○米山 ◎プロ　　広報 ◎戦略 ◎増強　　戦略 　S.A.A.　○戦略　　増強

安　中　利　夫 ◎職業　○財団 ◎財団 ◎財団　　戦略 ◎財団　○職業　　増強 ◎プロ　○財団　　増強

蔭　山　寿　一 　会計　○戦略 ◎IT ◎職業　　戦略 　S.A.A.　　増強 ◎親睦　　増強

鈴　木　かおる 　副会長　◎奉仕PJ　◎青少年　○プロ 　エレクト　◎クラブ管理
　戦略　　青少年 　会長 　直前　　増強 ◎増強　　戦略

鉄地川原　正顕 　財団　副S.A.A. 　社会 　財団 　職業　　増強 　米山　　増強

宮　﨑　登志行 ◎国際　　戦略 ◎戦略　　プロ 　S.A.A.　○国際
　青少年　　プロ

◎親睦　○国際
　戦略　　増強 ◎国際　　職業　　増強

藤　田　弘　美 ◎米山　○青少年 ◎米山 ○米山　○増強 ◎戦略　○米山　　増強 ◎戦略　○プロ　　増強

宮　澤　キヨ子 ○スマイル　　出席　　米山 ○職業　　親睦 　職業 　親睦　　青少年　　増強 ○社会　　増強

土　田　　　博 ◎財団　○職業　　親睦 　副幹事　◎青少年　　財団 　幹事 　副会長　◎奉仕PJ
○増強　　財団

　エレクト　　副会計　◎クラブ管理
　財団　　戦略　　増強

武　藤　起代子 　増強 　親睦　　増強 　親睦 　親睦　　増強 　親睦　　増強

増　子　ふみえ ◎出席 ◎社会　○親睦　○広報 ◎社会　　親睦 　副幹事　会計　○プロ
　親睦　　増強 　幹事　　増強

松　川　義　行 　幹事 　副会長　　副会計
◎奉仕PJ　○財団　　青少年

　エレクト　　副会計
◎クラブ管理　○財団 　会長　　増強 　直前　○公共・IT　　増強

釆　女　真　弓 　エレクト　◎クラブ管理　副S.A.A. 　会長 　直前　　国際 ◎職業　○青少年
　国際　　増強 ◎青少年　　親睦　　増強

大　山　三起雄 ◎親睦　　米山 ◎親睦 ◎増強　○親睦 ◎社会　○スマイル　　増強 　出席　　増強

小　林　悦　子 　副幹事　◎プロ　　青少年 　幹事 ◎青少年　○スマイル ◎青少年　　プロ
　米山　　増強 ◎米山　○青少年　　増強

宗　形　千　鶴 　副会計　○広報　　親睦 　親睦　　IT 　米山 ○公共・IT　　親睦　　増強 　国際　　増強

渡　邉　孝　子 ◎スマイル　　親睦 ◎職業　　親睦 ○職業 ◎プロ　　増強 ◎社会　　親睦　　増強

渡　邊　まりこ ○国際　　親睦　　増強 ○プロ　○IT　　親睦 ◎公共・IT ◎公共・IT　○親睦　　増強 ◎公共・IT　　副S.A.A.　○親睦　　増強

小　林　真砂子 ○IT　　親睦　　職業 ◎出席　　国際 ◎出席 　プロ　　増強 　副S.A.A.　　親睦　　社会　　増強

井　上　　　厚 ○増強　　親睦 　副幹事　◎プロ 　幹事　　増強 　副会長　◎奉仕PJ　○増強　　親睦

内　田　朝　美 　親睦 　親睦　　増強 ◎スマイル　　親睦　　増強

遠　藤　典　宏 　親睦　　増強


