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平塚北ロータリークラブ 2020～2021 年度 【組織図】 

 

 

 

 

平塚北ロータリークラブ 2020～2021 年度 【会務分担表】 

 

 

情報担当理事 相原 清 

副幹事  平山 英代 

会計監査 大石 猛男  上原 公夫 

 

 

役職名 担当者名 役職名 担当者名 

会長 米澤 松文 会員増強理事 神保 由樹 

会長エレクト 相原 清 職業奉仕理事 高橋 好文 

副会長 田中 賢治 社会奉仕理事 真壁 佐一 

幹事 新倉 裕明 国際奉仕理事 梅原 謙司 

会計 苅谷 政夫 直前会長 栗原 幹樹 

会場監督 山田 裕   
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会場監督／Ｓ・Ａ・Ａ                      担当理事   山田 裕 

 委員長 副委員長 委  員 

 山田 裕 長井 聡 臼井 希一  新藤 正樹 

露木 收   福澤 陽代 

永森 忠仁 

 

○クラブ管理運営委員会                   担当理事   田中 賢治 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

親睦委員会 相原 美紀 若森 康伸 北澤 輝清  露木 收 

長井 聡   比企 武 

山田 裕   山本 秀也 

臼井 希一  永森 忠仁 

出席委員会 北澤 輝清 田村 等 大澤 一之 

プログラム・IT 委員会 平山 英代 比企野 雄二 露木 收 

広報・公共イメージ委員 櫻田 敬 根岸 君代 山本 秀也 

ロータリー情報委員会 若森 康伸 野村 知広 門野坂 修一   

スマイルボックス委員会 苅谷 政夫 新藤 正樹 福澤 陽代 

クラブ研修委員会 林 啓之 野村 知広 田村 等 

 

○クラブ増強委員会                     担当理事  神保 由紀 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

クラブ増強委員会 長井 聡 山田 裕 櫻田 敬   林 啓之   

会員選考及研修委員会 八日市屋 敏雄 根岸 君代 北澤 輝清 

 

○職業奉仕委員会                       担当理事 高橋 好文 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

職業奉仕委員会 杉﨑 正 大胡 輝雄 大石 猛男 

健康管理委員会 根岸 君代 大澤 一之 加藤 勇 

 

○社会奉仕委員会                      担当理事  真壁 佐一 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

地域奉仕委員会 比企野 雄二 渋谷 精一 露木 收   野村 知広 

青少年奉仕委員会 山田 裕 野村 知広 新藤 正 
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○国際奉仕委員会                      担当理事  梅原 謙司 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

国際交流委員会 露木 收 山本 秀也 相原 美紀  平山 英代 

ロータリー財団委員会 大胡 輝雄 長井 聡 比企 武   加藤 勇 

米山記念奨学会委員会 新藤 正樹 永森 忠仁 大澤 一之  比企野 雄二 

 

○長期計画及び基金運営委員会                担当理事  栗原 幹樹 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

 渋谷 精一 比企 武 林 啓之 

 

○創立５０周年記念実行委員会               実行委員長  真壁 佐一 

委員会 委員長 副委員長 委  員 

総務・式典・親睦委員会 梅原 謙司 新倉 裕明 全会員 

記念事業委員会 渋谷 精一 八日市屋 敏雄  

記録・記念誌員会 高橋 好文 櫻田 敬  

会計 大石 猛男 苅谷 政夫  

 


