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 数年前、知り合った人からある質問をされました：「ロータリーとは何ですか？」

シンプルであるはずのこの質問に答えようと口を開きかけたところで、思わず止ま

ってしまいました。どこから説明してよいか分からなかったのです。ロータリーと

は何かを、私が知らなかったわけではありません。問題は、ロータリーがあまりに

大きく、複雑すぎて、簡単に説明できないことでした。ロータリーとは、会員制の

団体、クラブを基盤とした団体、奉仕を行う団体であり、町ごと、地域ごと、そし

て全世界で活動する団体です。その会員は、地域社会のメンバー、事業人、職業人

であり、現役で仕事をする人もいれば、定年退職した人もいます。そして、世界の

ほぼすべての国で活動しています。120 万人の会員一人ひとりが、独自の目標と優

先を掲げ、一味違った経験をしています。一人ひとりが、ロータリーを独自の解釈

で理解しているのです。 

 私にとってロータリーとは、「どのような団体か」ではなく、「何をしているか」

で定義されます。すなわち、ロータリーが私たちに与えてくれる可能性、そして、

その可能性を有意義かつ持続可能な奉仕によって実現する方法によって、定義され

るのです。ロータリーには、112 年の豊かな歴史があります。この間にロータリー

は、徐々に成長し、成熟し、会員と地域社会の変わりゆくニーズに対応しながら、

ある意味で大きく変わりました。しかし、その根底にあるものは同じです。それは、

地域社会と世界に変化を生みだしたいという願い、そして、ロータリーを通じてそ

れを実現できるようになった人が集まった組織だということです。「ロータリーと

は何ですか」という問いに、私たちは行動をもって答えます。奉仕を通じて変化を

もたらすことによって。 
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 組織として、私たちは、ロータリーとは何か、何をするのかを世界に理解しても

らうことが、いかに重要であるかを認識しています。同時に、各クラブがロータリ

ー奉仕を独自に定義することが、かってないほど重要であると自覚しています。ロ

ータリアンである私たちは、これまでよりも柔軟に、クラブの例会、活動、発展の

方法を決定でき、また、もっと多くの女性や多様な会員を迎え入れて、地域社会の

特色をクラブに映し出すことに力を注いでいます。長期の計画、持続可能な奉仕、

全レベルでのリーダーシップの継続性を重視することで、ロータリーが世界有数の

ボランティア組織であり続けるよう努力しています。 

 2017－18 年度、「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは「ロータリ

ー：変化をもたらす」というテーマで答えます。それぞれどのような方法で奉仕す

ることを選んだとしても、その理由は、奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたら

せると信じているからです。新しい遊び場や学校をつくる、医療や衛生設備を改善

する、紛争仲裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活動が、人数が多かろう

が少なかろうが、誰かの人生をより良くしているのだと知っています。ロータリー

入会のきっかけが何であれ、私たちがロータリーにとどまり続けるのは、ロータリ

ーで充実感を得ることができるからです。この充実感は、毎週、毎年、「変化をも

たらす」ロータリーの一員であることから湧き出てくるものなのです。 

 

 

                    2017-18 年度国際ロータリー会長  

                イアン H.S. ライズリー 
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        「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE 

          （ロータリー：変化をもたらす）」 
 

  
国際ロータリー第 2770 地区 
ガバナー   

         大 貫  等（上尾西 RC） 

 

 

 

 

地区活動方針 
 
  ① 会員増強維持（女性会員 10％、40 歳未満の会員と退会防止） 

  ② ポリオ撲滅の最終年度の始まりとなるよう支援する 

  ③ 奉仕活動の支援（社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕） 

  ④ 財団への理解と活用 

  ⑤ 公共イメージを向上させるアイデアとその実践 

  ⑥ RI 戦略計画と中核的価値観の理解と実践 

  ⑦ 全クラブが RI 会長賞に挑戦しよう 

  ⑧ 規定変更に伴う推奨ロータリークラブ細則の見直し 

 

地区運営方針 

 

   「新たな行動 新たな感動」 
 

「ロータリー：変化をもたらす」 

 極端に言えば私たちがこの世に存在するだけで誰かに影響を与えている、すなわ

ち変化をもたらせています。ましてや私たちが奉仕をすることにより相手に大きな

変化をもたらします。相手の人生を変えることができる、しかも良い方向に変える

ことがいくらでも出来るかもしれません。 

 

 しかしそのことは相手だけではなく、奉仕をする私たちに対しても同様に変化が

もたらされることを充分理解しましょう。そこには遣り甲斐、生きがい、喜び、感

動がいつも付いてまわります。一生懸命やればやる程そうだということを我々は長

年の経験でよく知っています。 

 

 ところが奉仕の内容が毎回同じになると手際はよくなりますが当初味わった遣
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り甲斐、生きがい、喜び、感動はどうでしょうか。大きなそれらは得られず、むし

ろ徐々に小さくなっていくように思われます。奉仕の対象者が違うからそれはない

と言い切れるでしょうか。クラブの会員の中にも「いつも同じで飽きてきた」「あ

る特定な人だけで活動している」という意見が出てきませんか。   

 

 もちろんクラブ全員の皆さんがそれで良いのなら何ら問題はありません。しかし

一人でも二人でもその活動に不満を感じるようであれば、皆さんで話し合い新しい

意見を引き出すべきです。これはとても大変です。エネルギーが必要です。中には

「お前が言いだしたのだからお前がやれ」ということになるかも知れません。 

 

 ここで少し考えてみましょう。まず今までの事業がいつもうまく進んでいるとし

ましょう。しかし 10 年も 20 年も同じことをしていて地域のニーズの変化に応えら

れているでしょうか。地域からも飽きられてしまいませんか。 

 

 例えば車ではどうでしょう。形の良い評判の新車が発売されました。とても良く

売れます。しかし 10 年も 20 年もそのまま売られているでしょうか。当然飽きられ

てだんだん売れなくなります。メーカーはそうならないようにちょこちょこマイナ

ーチェンジをし、違いを出しまた売りはじめます。いよいよ事が尽きるとフルモデ

ルチェンジをします。そして今までの顧客新たな顧客を獲得していきます。 

 

 ロータリーの奉仕活動も同じだとは思いませんか。もちろん評判の良い活動は継

続されて結構だと思います。但し継続事業が多ければ多いほど、新規事業は時間的

にも予算的にも参入できません。すると何が起こるでしょう。折角新会員が希望を

持って入会したにもかかわらず彼らの遣りたい奉仕活動はできず、活動意欲は薄れ、

徐々に例会にも足が遠のき、そのうち退会に至るといった可能性だって考えられる

のではないでしょうか。 

 

「新たな行動 新たな感動」 

 そこで RI テーマ「ロータリー：変化をもたらす」を基に、地区運営方針を「新

たな行動 新たな感動」と致しました。今年度から少しずつクラブの中で動き始め

ませんか。1 年で終わってしまう奉仕活動もあるでしょうし、複数年度にまたがる

奉仕活動もあるでしょう。 

 いろいろあるとは思いますが、少しずつちょっとずつ。 

 

 さあ、会員全員皆でもう一度、お茶を飲みながら、お酒を酌み交わしながら話し

合ってみましょう。そして素晴らしい意見を持った会員を再発見してみましょう。

必ず良い方向を見いだすことが出来ると信じています。今こそクラブ会長の出番で

す。会長のリーダーシップを発揮するチャンスです。皆様にとって新しい未来がそ

こに待っています。勇気を出してチャレンジしてみましょう。 

 
                                          
「新たな行動 新たな感動」の第一歩を。 
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会 長 挨 拶 

 
 

2017～2018 年度 

戸田ロータリークラブ 

会 長 渡 辺 正 文 

 
 
 

  クラブテーマ「大きな愛、素晴しい感動、そしてクラブ愛・・」 

  ＲＩテーマ 「変化をもたらす」 

 

２０１７～２０１８年度第５４代 戸田ロータリークラブ会長を拝命し、重責に身の引き締まる

思いが致します。 

偉大な先輩方が粉骨砕身され作り上げた歴史と伝統の戸田ロータリークラブです。まさに熱

い想い、スピリットを感じます。 

時代背景と共に変化していく中、変わらなければならないもの、変えてはならないものをし

っかりと見極め、その意思を受け継ぎ、次の世代、そしてまた次の世代にと伝える責任を感

じています。 

ＨＯＰＥ（希望）を作れるクラブ、ＨＯＰＥのあるクラブでありたいと考えております。 

 

２０１７～２０１８年度ＲＩ会長 イアン HS・ライズリーは本年度ＲＩテーマとして 

「変化をもたらす」と提唱されました。 

 

人は変化、成長する中でその根幹にあるもの、それは大きな愛であり、また素晴らしい感動

であると私は考えています。 

感じて動く、まさにその始まりは愛なのかな・・と思い本年度のクラブのテーマを「大きな

愛、素晴しい感動、そしてクラブ愛・・」と致しました。 

本年度、一生懸命クラブに愛情を注ぎ、精神誠意務めてまいりたいと思います。 

会員の皆様の御協力、御支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 
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大宮 上尾西 春日部西

越谷南

第1グループ 半田　 正一 浦和東 第7グループ 林　　　　 明 久喜

第2グループ 福田　 剛紀 浦和北 第8グループ 原　　　美光 越谷東

坂巻　 幸次 越谷 石井　　　治 春日部 牧内　　　操 鳩ヶ谷 半田　 昭雄 浦和北 藤田　 亘弘 吉川 第3グループ 柴田　　　覚 大宮南 第9グループ 佐々木一男 草加松原

田中　 作次 八潮 髙窪　 昭雄 浦和 久世　 晴雅 大宮中央 高浜　 彰男 幸手 吉田　 豊治 越谷南 第4グループ 清水　 恒信 大宮西 第10グループ 宇田川初夫 三郷

田中　 徹夫 岩槻東 津田　 健三 鴻巣水曜 関口　 博正 杉戸 田村　 亮夫 川口ﾓｰﾆﾝｸﾞ 北　　　清治 浦和東 第5グループ 池田　 遥愰 桶川 第11グループ 熊井　 初雄 鳩ヶ谷

森田　 武司 大宮北東 中村　 靖治 吉川 岩渕　　　均 浦和 大塚　 信郎 上尾 井橋　 吉一 越谷 第6グループ 海老原秀典 春日部南 第12グループ 植野　 正裕 戸田

三國　　　明 春日部西 田中德兵衞 川口 渡邊　 和良 浦和北 井原　　　實 さいたま新都心 浅水　 尚伸 越谷南

地区幹事 本田　　　守 上尾西

◎ 大塚　 信郎 上尾 井橋　 吉一 越谷 三國　　　明 春日部西 田中德兵衞 川口 渡邊　 和良 浦和北 地区副幹事 深澤　 圭司 上尾 杉中　 尚平 上尾北 矢澤　　　勇 上尾西 紅谷　 弘二 上尾西

井原　　　實 さいたま新都心 浅水　 尚伸 越谷南 長沼　 大策 上尾 寺西　 修身 鴻巣水曜 福崎　 菊夫 上尾西 長谷川雅史 上尾西

堀口　 好治 鴻巣 浅見　　　勲 桶川ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 北西　　　功 上尾西 松澤　　　功 上尾西

前島　 昌文 桶川 斉藤　 一雄 上尾西 中山　　　邦 上尾西 矢作　 和徳 上尾西

◎ 田中德兵衞 川口 三國　　　明 春日部西 渡邊　 和良 浦和北 井原　　　實 さいたま新都心 浅水　 尚伸 越谷南 那須　 敬明 上尾北 田邉　 利幸 上尾西 原　　　雅之 上尾西 飯野　 耕司 大宮

地区会計 古屋　 博史 上尾西

◎P.G. 三國　  　明 春日部西

P.G. 田中德兵衞 川口

P.G. 渡邊　 和良 浦和北 P.G. 浅水　 尚伸 越谷南 P.G. 三國　　　明 春日部西 P.G. 渡邊　 和良 浦和北 P.G. 田中德兵衞 川口 P.G. 大塚　 信郎 上尾 P.G. 井原　　　實 さいたま新都心 P.G. 井橋　 吉一 越谷

P.G. 井原　　　實 さいたま新都心

P.G. 浅水　 尚伸 越谷南 吉田　 英一 鳩ヶ谷 小木曽賢己 大宮西 河原畑光一 上尾西 山内　 一浩 浦和 佐々木直之 大宮北東 大木　 保司 上尾 進藤　 和夫 久喜 松村　　　繁 浦和東 金杉　　　豊 八潮

◎ 熊木　 広光 大宮中央 ◎ 小岩井　 忠 上尾西 ◎ 熊木雄太郎 戸田 ◎ 杉村　 幹夫 八潮 ◎ 堀江　 誠一 大宮東 ◎ 宮澤　 英修 鴻巣 ◎ 針谷　 裕一 幸手 ◎ 日坂　 敦夫 戸田 ◎ 吉田　 耕之 大宮ｼﾃｨ

○ 荒井　 伸夫 大宮西 上野　 拓也 浦和北東 梶間　 順子 浦和中 ○ 佐藤　 志郎 浦和南 ○ 小池　 洋士 浦和東 田中　 芳明 岩槻 星野　 晃輝 浦和 ○ 高橋　 清斗 浦和東 藤嶋　 剛史 大宮西

星野　時夫 大宮中央 中島　 賴光 越谷南 鈴木　 秀一 さいたま新都心 三浦　 豊代 さいたま中央 都築　 大介 さいたま新都心 佐々木　 修 大宮ｼﾃｨ ○ 長谷川光司 春日部ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 志村　　　厳 浦和ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 松井　 宏之 三郷 ○ 島村　　　健 上尾

坂入　 義完 八潮 大塚　 章仁 さいたま欅 阿津澤　 清 岩槻東 黒臼　 秀之 大宮南 井上　 久雄 さいたま欅 長島　 茂雄 幸手 山崎　 一祥 大宮西 野口　 正人 蕨 渋谷　 忠明 杉戸

請川 かおり 川口 村松宏呂子 大宮西 室　　　征紀 桶川 谷垣　 智之 大宮ｼﾃｨ 堀口　 勝男 桶川ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 伊藤　 祐嗣 八潮みらい 小林　 健男 蓮田 瀬尾　 拓也 越谷南

◎P.G. 大塚　 信郎 上尾 宇田川幸希 川口ｼﾃｨ鳩ヶ谷 長沼　 大策 上尾 ○ 蓮見　 典史 越谷 冨田　 英則 久喜 須永　 賢治 草加中央 西山　 育昌 川口ﾓｰﾆﾝｸﾞ 野口 はやみ 久喜 ◎ 三枝　 和男 大宮東 中田　 勝久 三郷

八鍬　 伸一 蓮田 森田　　　隆 越谷 田中　 由佳 越谷南 染谷　 良雄 吉川 ○ 花俣　 秀幸 大宮

小林　　　操 越谷北 ◎ 新井　 清太 大宮西 池永　 幸生 八潮ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 沼澤　 明夫 八潮 ◎ 大塚　 崇行 上尾 ◎ 原田　 晃博 岩槻 大熊　 正行 越谷北 ◎ 宗像　 英明 大宮南

栗岡　 宏治 大宮 奥田美佐子 川口西 油原　 正義 三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰ 佐伯　 陽子 浦和東 島村 まり子 大宮西 ◎ 井上　　　亮 幸手中央 平田　 利雄 浦和東

岩上　 暢夫 春日部西 宮下　 智世 大宮北東 坂寄　 栄司 春日部ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 井川　　　潤 浦和北 ◎ 水野　 正男 上尾西 川田　 淳也 上尾西

長澤　 幸義 越谷南 大澤二三夫 鴻巣水曜 阿部　 朋博 越谷東 塚本　　　晃 蓮田 内田　 康信 浦和北東 井上　 脩士 鴻巣水曜

○ 仲川　　　聡 川口 木戸　 良樹 川口ﾓｰﾆﾝｸﾞ 浅島　 史朗 川口東 高橋　 徳雄 久喜 新見　 和男 大宮西 深江　 瑞枝 蓮田

佐藤　　　卓 川口南 ○ 国武　　　充 川口南 ○ 田口　 修身 大宮西 小林　 達郎 幸手中央

小山　 重治 戸田西 ◎ 折原　 正昭 杉戸 百瀬　　　皓 草加中央 小林　 忠夫 川口東

◎ 伊藤　 公仁 戸田西 三富　 俊之 さいたま中央 島田　 昌明 川口むさし野 ○ 工藤　 篤志 川口ﾓｰﾆﾝｸﾞ

○ 森田　 光一 浦和中 星沢　 義隆 大宮中央

大会委員長 永嶋輝一郎 上尾西 羽田しげみ 大宮南 坂本　 哲朗 大宮西 ◎ 伊藤　 信男 川口北東

実行委員長 星野　 一雄 上尾西 池田　 岩夫 幸手中央 山本　 和保 大宮

大会幹事 小山　　　清 上尾西 増元　　　晃 越谷 長　　　健司 川口

○ 川島　　　健 川口西 ◎委員長

◎ 星野晃一郎 大宮 ○副委員長

◎ 木村　　　亮 さいたま新都心 桒原　 道子 浦和北 ◎ 小宮　 泰二 浦和中

染谷　 宗一 越谷南 福島　 謙二 大宮 ○ 森嶋　　　修 浦和東 （敬称略）

橋本　 直子 大宮ｼﾃｨ 橋本　 和久 大宮

戸賀崎千夏 杉戸 栗原　 偉憲 杉戸

◎P.G. 浅水　 尚伸 越谷南 鈴木　 伸雄 春日部ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 坪井　　　明 越谷中

濱野　 高成 越谷南 但野　　　剛 三郷

小宮山大介 越谷北

◎P.G. 井原　　　實 さいたま新都心 村石　 政彦 川口東 ◎ 伊澤　 秀雄 春日部南

福永　 高士 戸田 ○ 中澤　 伸浩 越谷北

折谷　 秀郎 三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰ

◎P.G. 井原　　　實 さいたま新都心 早船　 雅文 川口

P.G. 浅水　 尚伸 越谷南

D.G. 大貫　　　等 上尾西 ◎ 宮﨑　 敏博 越谷北

G.E. 中川　 高志 大宮 ○ 山本　 完治 越谷

◎P.G. 岩渕　　　均 浦和

P.G. 井原　　　實 さいたま新都心

2017～18年度　 国際ロータリー第2770地区役員組織表

副ガバナー
浅水　 尚伸 ガバナー補佐

研修委員会

地区ガバナーノミニー 地区ガバナーエレクト 地区ガバナー
中川　 高志 大貫　　　等

諮　問　委　員　会

地区研修リーダー
三國　　　明

業績顕彰委員会

指　名　委　員　会

米山記念奨学部門担当諮問委員奉仕プロジェクト担当諮問委員 青少年奉仕部門担当諮問委員 地区ロータリー財団委員長

職業奉仕部門委員長 社会奉仕部門委員長 ロータリー財団部門委員長 米山記念奨学部門委員長

管理運営部門担当諮問委員 公共イメージ部門担当諮問委員 会員増強維持部門担当諮問委員

ロータリーの友地区代表委員

青少年奉仕部門委員長

クラブ活性化委員会 公共イメージ向上委員会 会員増強維持委員会 職業奉仕委員会 地域社会奉仕委員会 国際奉仕委員会 青少年育成･インターアクト委員会

国際奉仕部門委員長

ポリオ・プラス委員会 米山記念奨学増進委員会

管理運営部門委員長 公共イメージ部門委員長 会員増強維持部門委員長

補助金委員会

財団奨学・平和フェロー・学友委員会

地区戦略計画委員会

危機管理委員長

資金委員会

VTT委員会

地区大会記念ゴルフ大会ホスト
上尾北ロータリークラブ

地区大会

ロータリー財団監査委員会

地区補助金運営委員会

ブライダル委員会RLI運営委員会 国際交流委員会
ローターアクト委員会

地区立法案検討委員会

米山記念奨学学友選考委員会

大宮南ロータリークラブ

国際大会推進委員長 資金推進委員会

2018年地区研修・協議会ホスト

資金管理委員会

RYLA委員会

青少年交換委員会

学友管理委員会



2017年3月28日現在
（敬称略）

クラブ名
合併前
クラブ

スポンサー
クラブ

RI加盟認証
年月日

RI合併承認
年月日

ガバナー
備考

（特別代表）

1 浦和 東京･川越 1954年8月30日 柳瀬　省吾
柏原　孫左衛門
木村　善太郎

2 大宮 熊谷 1955年12月27日 小松　隆 尾高　格三
3 川口 浦和 1960年1月8日 柏原　孫左衛門 高橋　申
4 越谷 浦和 1961年6月19日 田　誠 中村　弥太郎
5 浦和北 浦和 1961年12月1日 中村　米平 籠島　誠治

6 草加松原
草加
草加イブニング

浦和
草加

1962年6月14日 2012年6月30日
中村　米平
牧内　操

中村　弥太郎
大久保　雄司

7 上尾 大宮 1963年3月16日 湯浅　恭三 熊田　克郎
8 大宮西 大宮 1963年3月22日 湯浅　恭三 清水　喜一
9 岩槻 大宮 1963年8月19日 永沼　政久 入山　卯八郎
10 戸田 川口 1964年6月22日 永沼　政久 榊　春壽
11 春日部 大宮 1965年1月20日 神守　源一郎 田中　松彦
12 鳩ヶ谷 川口 1965年4月17日 神守　源一郎 榊　春壽
13 蕨 浦和北 1965年4月28日 神守　源一郎 高橋　三郎
14 さいたま中央 浦和北 1966年1月21日 竹田　恒徳 壽原　茂夫
15 幸手 春日部 1967年6月29日 松方　三郎 君塚　皎
16 川口西 川口 1967年10月2日 松方　三郎 永瀬　七朗
17 鴻巣 上尾 1968年8月1日 廣澤　輝雄 小林　貞次
18 浦和東 浦和 1970年4月9日 森田　勝彦 長島　恭助

19 吉川
吉川
吉川イブニング

草加
吉川

1971年5月3日 2008年6月30日
河野　秀夫
田中　作次

祝原　運一
田辺　英雄

20 杉戸
杉戸
杉戸中央

春日部
杉戸

1971年5月3日 2014年9月6日
河野　秀夫
田中　作次

平野　壽
関口　博正

21 川口東 川口 1971年6月23日 河野　秀夫 榊　春壽
22 蓮田 岩槻 1971年7月28日 青山　幸高 岡田　喜一郎
23 桶川 上尾 1972年4月17日 青山　幸高 加藤　金作
24 上尾西 上尾 1973年5月7日 半田　利一 関口　博見
25 久喜 幸手 1973年6月11日 半田　利一 秋間　泰造
26 大宮北 大宮西 1973年6月28日 半田　利一 山崎　好文
27 戸田西 戸田 1974年5月8日 繁田　正一 岩崎　久二
28 越谷南 越谷 1974年6月28日 繁田　正一 畔上　計治
29 八潮 草加 1975年8月7日 山口　大 清水　啓三郎
30 さいたまシティ 浦和東 1975年8月29日 山口　大 石川　慎一郎
31 川口北 川口 1976年10月1日 山口　大 稲川　次郎
32 栗橋 幸手 1976年5月21日 山口　大 石井　裕
33 越谷北 越谷 1976年5月11日 山口　大 桃木　俊平
34 北本 鴻巣 1976年6月4日 山口　大 秋笹　善太郎
35 浦和南 浦和 1978年3月27日 相原　茂吉 逸見　正夫
36 大宮南 大宮 1978年7月19日 相原　茂吉 安原　芳太郎
37 大宮東 大宮北 1979年2月15日 平野　壽 河木　清
38 三郷 吉川 1979年6月11日 平野　壽 中村　孝
39 岩槻東 岩槻 1980年11月11日 赤塚　正一 星野　一夫
40 春日部西 春日部 1983年6月2日 秋山　博 長谷川　茂
41 川口北東 川口北 1985年4月17日 福島　良治 飯塚　直次
42 川口/鳩ヶ谷武南 鳩ヶ谷 1900年1月0日 福島　良治 関口　登
43 川口モーニング 川口東 1985年12月14日 田中　德兵衞 伊藤　愃六
44 川口中央 川口西 1986年5月12日 田中　德兵衞 秋山　博
45 大宮中央 大宮 1987年3月3日 佐野　康博 久保田　耕司
46 越谷東 越谷 1987年5月18日 佐野　康博 坂巻　幸次
47 浦和北東 浦和 1987年12月26日 佐野　康博 落合　豊
48 八潮イブニング 八潮 1988年6月24日 阿部　完市 小沢　貞助
49 上尾北 上尾西 1988年9月2日 金子　雅英 中村　秀夫
50 さいたま新都心 さいたま中央 1990年2月6日 坂巻　幸次 仁科　一二
51 越谷中 越谷北 1990年5月22日 坂巻　幸次 橋本　敏章
52 三郷中央 三郷 1990年6月20日 坂巻　幸次 松井　廣司
53 浦和中 浦和 1990年5月31日 坂巻　幸次 相川　曹司
54 川口むさし野 川口北東 1990年12月28日 石井　治 村田　和朗
55 庄和 春日部 1990年12月31日 石井　治 中村　和雄
56 鴻巣水曜 鴻巣 1992年5月13日 牧内　操 石田　俊男
57 大宮北東 大宮西 1992年6月17日 牧内　操 川村　平作
58 川口南 川口 1993年3月28日 半田　昭雄 大熊　不二
59 春日部南 春日部西 1993年6月18日 半田　昭雄 村田　睦幸

60 八潮みらい
八潮中央
八潮シティ

八潮
八潮イブニング

1994年6月6日 2012年2月23日
藤田　亘弘
田中　作次

木村　昭吉
成本　富夫

61 三郷ウエンズデー 三郷 1995年4月5日 田中　作次 岡庭　武利

62 草加中央
草加南
草加中央

草加
草加南

1995年4月18日 2015年1月1日
田中　德兵衞
田中　作次

田村　長一
須永　正夫

63 浦和ダイヤモンド 浦和東 1995年4月27日 田中　作次 久保　卓児
64 春日部イブニング 春日部 1995年5月30日 田中　作次 佐藤　勝夫
65 川口シティ鳩ヶ谷 鳩ヶ谷 1996年5月14日 仙﨑　昭信 稲垣　禮二
66 桶川イブニング 桶川 1997年6月30日 高窪　昭雄 寺岡　孝
67 大宮シティ 大宮 1998年6月30日 久世　晴雅 八木　隆男
68 幸手中央 幸手 1998年10月28日 高浜　彰男 滝原　征一郎
69 松伏 吉川 2000年6月16日 吉田　豊治 金井　孝夫
70 さいたま欅 さいたま中央 2004年5月5日 田村　亮夫 大橋　軍治
71 戸田イブニング 戸田西 2006年9月27日 飯野　雪男 明石　壽也
72 埼玉ゆず ― 2013年5月30日 田中　德兵衞 鶴見　裕
73 さいたま大空 ― 2013年11月25日 渡邊　和良 恵川　一成

地区内クラブ創立一覧













番号 クラブ名 入会金
年会費
（1年間）

ビジター
登録料

番号 クラブ名 入会金
年会費
（1年間）

ビジター
登録料

1 浦和 150,000 360,000 2,000 37 幸手 50,000 260,000 1,500

2 浦和東 50,000 340,000 2,000 38 蓮田 50,000 240,000 1,500

3 浦和南 50,000 280,000 2,000 39 久喜 0 250,000 1,500

4 浦和中 50,000 280,000 2,000 40 栗橋 0 250,000 1,500

5 浦和ダイヤモンド 0 300,000 2,000 41 幸手中央 0 250,000 1,500

6 浦和北 80,000 360,000 2,000 42 越谷 80,000 280,000 1,500

7 さいたま中央 50,000 340,000 2,000 43 越谷南 60,000 300,000 1,500

8 さいたまシティ 50,000 300,000 2,000 44 越谷北 60,000 135,000 1,500

9 浦和北東 150,000 340,000 2,000 45 越谷東 40,000 260,000 1,500

10 さいたま新都心 50,000 300,000 1,500 46 越谷中 10,000 260,000 1,500

11 大宮 120,000 360,000 3,000 47 八潮 10,000 270,000 1,500

12 大宮南 50,000 340,000 2,000 48 八潮イブニング 0 280,000 1,500

13 大宮中央 100,000 300,000 2,500 49 草加中央 0 264,000 1,500

14 大宮シティ 100,000 300,000 2,000 50 八潮みらい 10,000 240,000 1,500

15 さいたま欅 0 300,000 2,500 51 草加松原 30,000 240,000 1,500

16 さいたま大空 0 60,000 1,000 52 吉川 50,000 240,000 1,500

17 大宮西 100,000 330,000 3,000 53 三郷 0 220,000 1,500

18 岩槻 0 240,000 2,000 54 三郷中央 50,000 280,000 1,500

19 大宮北 0 300,000 1,500 55 三郷ウエンズデー 0
260,000

女性・40才
以下半額

1,500

20 大宮東 50,000 300,000 1,500 56 松伏 30,000 220,000 1,500

21 岩槻東 50,000 240,000 1,500 57 川口 30,000 290,000 2,000

22 大宮北東 0 300,000 2,000 58 鳩ヶ谷 50,000 270,000 2,000

23 上尾 50,000 250,000 1,500 59 川口東 50,000 280,000 2,000

24 鴻巣 0 240,000 1,500 60 川口/鳩ヶ谷武南 100,000 260,000 2,000

25 桶川 50,000 280,000 1,500 61 川口モーニング 50,000 240,000 1,500

26 上尾西 50,000 280,000 1,500 62 川口南 50,000 280,000 2,000

27 北本 0 240,000 1,500 63 川口シティ鳩ヶ谷 10,000 250,000 2,000

28 上尾北 0 280,000 1,500 64 埼玉ゆず 0 120,000 1,000

29 鴻巣水曜 20,000 260,000 1,500 65 戸田 0 270,000 1,500

30 桶川イブニング 50,000 240,000 1,500 66 蕨 50,000 280,000 1,500

31 春日部 0 270,000 1,500 67 川口西 0 250,000 1,500

32 杉戸 30,000 280,000 1,500 68 戸田西 50,000 300,000 1,500

33 春日部西 50,000 300,000 2,000 69 川口北 50,000 290,000 2,000

34 庄和 0 240,000 1,500 70 川口北東 0 300,000 2,000

35 春日部南 50,000 280,000 1,500 71 川口中央 0 320,000 2,500

36 春日部イブニング 0 300,000 1,500 72 川口むさし野 50,000 250,000 2,000

73 戸田イブニング 20,000 280,000 1,500
（単位：円）

地区内クラブ入会金・年会費・ビジター登録料一覧
2017年1月27日現在

－ 128 －
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番号 クラブ名 email ホームページ

1 浦和 urawarc@aqua.ocn.ne.jp http://www.urawa-rc.jp

2 浦和東 urawaras@green.ocn.ne.jp http://urawahigashi-rc.com

3 浦和南 urawaminami@kvf.biglobe.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~urawaminami-rc

4 浦和中 naka¯rc@athena.ocn.ne.jp http://www.urawa-naka-rc.org/

5 浦和ダイヤモンド urawa888drc@yahoo.co.jp http://www.diamond-rc.jp/

6 浦和北 office@urawakita-rotary.jp http://www.urawakita-rotary.jp/

7 さいたま中央 s-chuorc@poplar.ocn.ne.jp http://www.s-chuorc.jp

8 さいたまシティ urawawrc@tbd.t-com.ne.jp http://www5.ocn.ne.jp/~jouhou-s/14501.html

9 浦和北東 urawa-ne@smile.ocn.ne.jp http://www.urawa-northeast-rc.com/

10 さいたま新都心 jimu@shintoshin-rc.org http://www.shintoshin-rc.org/

11 大宮 o-rotary@bz01.plala.or.jp http://www.orotary.hs.plala.or.jp/

12 大宮南 south-rc@khaki.plala.or.jp

13 大宮中央 omiya.chuo.rotary@gmail.com www.omiyachuo.com

14 大宮シティ info_ocr@clock.ocn.ne.jp http://www.omiya-city-rotary.com/

15 さいたま欅 saitama@keyaki-rc.jp www.keyaki-rc.jp

16 さいたま大空 saitamaozorarc@gmail.com https://www.facebook.com/saitamaozorarc/

17 大宮西 info@rc-omiya-west.com http://www.rc-omiya-west.com/

18 岩槻 info@iwatsuki-rotaryclub.jp http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp/

19 大宮北 jimu@omiyakita-rc.org omiyakita-rc.org

20 大宮東 omiya.e.rc@nifty.com http://www.omiyaeast-rc.jp

21 岩槻東 ni01@iwatsuki-east-rc.org http://www.iwatsuki-east-rc.org/

22 大宮北東 ohmiya-hokuto-rc@wakwak.com

23 上尾 info@ageo-rc.org http://ageo-rc.org/

24 鴻巣 info@kounosurotary.com http://kounosurotary.com/

25 桶川 okegawarotary@shore.ocn.ne.jp https://www.okegawa-rc.org

26 上尾西 awestrc@ceres.ocn.ne.jp http://www.rotary-ageowest.jp

27 北本 shira9haru41440411@yahoo.co.jp

28 上尾北 ageo-kita@rotary-club.net http://www.rotary-club.net

29 鴻巣水曜 itiin@kounosu-suiyorc.org http://www.kounosu-suiyorc.org/

30 桶川イブニング okegawa-evening@aqua.plala.or.jp http://okegawa-evrc.com/contact

31 春日部 kasukabe-rc@cc.wakwak.com http://park12.wakwak.com/~kasukabe-rc/index.html

32 杉戸 sugitorc@image.ocn.ne.jp http://www.sugito.club/

33 春日部西 kasukabewest.rc@da2.so-net.ne.jp http://kasukabewestrc.town-web.net/

34 庄和 showarc@fancy.ocn.ne.jp

35 春日部南 kasukabe-s-rc@athena.ocn.ne.jp

36 春日部イブニング kasuerc@coast.ocn.ne.jp http://www.fujinet.ne.jp/~kasuerc/

地区内クラブネット環境一覧



2017年3月28日現在

番号 クラブ名 email ホームページ

地区内クラブネット環境一覧

37 幸手 info@satterc.jp http://www.satterc.jp/

38 蓮田 hasudarc@gmail.com http://www.hasuda-rotaryclub.com/

39 久喜 ksrc-1@chive.ocn.ne.jp http:kukishobu-rc.org/

40 栗橋 kurihashirc@yahoo.co.jp

41 幸手中央 s-chuorc@townnavi.info http://www.sattechuorc.com/

42 越谷 koshirc@crocus.ocn.ne.jp http://www.koshigaya-rc.jp

43 越谷南 info@koshigayasouth-rc.jp www.koshigayasouth-rc.jp

44 越谷北 kkrc@koshigayakitarc.dyndns.org http://koshigayakitarc.dyndns.org/

45 越谷東 info@koshigayahigashi-rc.jp http://www.koshigayahigashi-rc.jp/

46 越谷中 knrc@almond.ocn.ne.jp http://www.koshigayanaka-rc.org/

47 八潮 mdx-renpo221@kpa.biglobe.ne.jp www.yashiorc.ne.jp

48 八潮イブニング yashioevening@gmail.com www.yashio-eve.jp/

49 草加中央 sokachuoh@soka-rc.gr.jp http://www.soka-rc.gr.jp/chuoh/

50 八潮みらい secretary@mirai.yc-rotary.com http://mirai.yc-rotary.com

51 草加松原 sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp www.soka-rc.gr.jp/sokamatsubara/

52 吉川 shigeru@murarei.co.jp http://www.yoshikawaevrc.gr.jp/

53 三郷 s-misatorc-yuki@agate.plala.or.jp

54 三郷中央 mchuohrc@maple.ocn.ne.jp http://www.misatochuo-rc.com

55 三郷ウエンズデー misatowed-rc@saitama.email.ne.jp

56 松伏 matsubushi@leaf.ocn.ne.jp

57 川口 krc2770@plum.plala.or.jp http://www.kawaguchi-rc.com

58 鳩ヶ谷 hatogaya@atlas.plala.or.jp http://seesaawiki.jp/w/hatogayarc/

59 川口東 k-e.rc@ceres.ocn.ne.jp http://k-erc.sakura.ne.jp/

60 川口/鳩ヶ谷武南 kh.bunan@gmail.com

61 川口モーニング morning_2770@h6.dion.ne.jp http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/

62 川口南 south-rc@jcom.zaq.ne.jp http://www.kawaguchisouth.jp

63 川口シティ鳩ヶ谷 hatogayacity-rc@h9.dion.ne.jp http://www.ab.auone-net.jp/~hcrc/

64 埼玉ゆず saitamayuzu.rc@gmail.com

65 戸田 toda-rc1t@sapphire.bforth.com http://www.toda-rc.oom/

66 蕨 rotary@warabi.ne.jp www.warabi-rc.com

67 川口西 kawaguchi-nishirc@lime.ocn.ne.jp http://kawaguchiwest-rc.org/

68 戸田西 info@todawest-rc.org www.todawest-rc.org

69 川口北 kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp http://kawaguchinrc.jp/

70 川口北東 kawahoku@viola.ocn.ne.jp

71 川口中央 kcrc@bz03.plala.or.jp http://kawaguchi-chuo-rc.world.coocan.jp/rc/Welcome.html

72 川口むさし野 kawaguchimusashino@movie.ocn.ne.jp http://kawaguchi-mrc.jp/

73 戸田イブニング info@todaevening-rc.org http://todaevening-rc.org



NO. G G補佐 クラブ名 会長名 幹事名
例会
曜日

点鐘 例会場 電話 FAX

1 浦和 細淵　雅邦 近藤　雅透 金 12:30 浦和ロイヤルパインズホテル 330-0062 さいたま市浦和区仲町2-3-19 平田ビル4F 048-824-2570 048-822-2770

2 浦和東 利根澤　正之 佐野　敏樹 木 12:30 浦和ロイヤルパインズホテル 330-0063 さいたま市浦和区高砂2-4-3 内田ビル3階 048-825-2228 048-823-3001

3 浦和南 秋本　勇次 石川　俊彦 月 12:30 ベルヴィ武蔵野 333-0866 川口市芝2-4-25 048-458-3204 048-458-3209

4 浦和中 横田　松博 村上　基一 木 19:00 さいたま商工会議所会館 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-7-15 さいたま商工会議所会館7F 048-838-7740 048-838-7741

5 浦和ダイヤモンド 小林　三石 橋本　真一 水 12:30 プラザホテル浦和 330-0056 さいたま市浦和区東仲町28-23 ハイムタキ202 048-699-7890 048-699-6324

6 浦和北 古澤　建治 田巻　覚 水 12:30 浦和ロイヤルパインズホテル 330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-1-2 銀嶺ビル2F 048-813-8075 048-813-8076

7 さいたま中央 三富　俊之 菅谷　東治 木 12:30 ラフレさいたま 330-0081 さいたま市中央区新都心3-2 ラフレさいたま928号室 048-600-5611 048-600-5612

8 さいたまシティ 新保　信義 永堀　智一 火 12:30 浦和伊勢丹7Ｆクローバールーム 330-0063 さいたま市浦和区高砂1-10-6 ベルセ高砂203号 048-711-4750 048-711-4755

9 浦和北東 鈴木　義男 栁　寿美恵 火 12:30 浦和ロイヤルパインズホテル3Fｺﾞｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ 330-0063 さいたま市浦和区高砂2-4-3 内田ビル 3F 048-814-0450 048-814-0460

10 さいたま新都心 鷲見　照一 中村　光宏 月 12:30 武蔵野銀行与野支店2F 338-0002 さいたま市中央区下落合6-11-10 武蔵野銀行与野支店内 048-852-6717 048-852-6017

11 大宮 江本　尚浩 齋藤　守毅 水 12:30 パレスホテル大宮 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-95 岩井ビル2　2F 048-645-0130 048-647-1714

12 大宮南 清水　良朗 福光　辰洋 火 12:30 大宮サンパレス 330-0844 さいたま市大宮区下町2-51-8 コーポKEN406 048-645-0180 048-648-2188

13 大宮中央 坂　仁視 入江　信仁 火 18:30 大宮サンパレス 330-0802 さいたま市大宮区宮町2-147-403 大宮KSAビル4F 048-648-6635 048-649-0901

14 大宮シティ 蓮見　直彦 川田　祐弘 水 19:00 清水園 330-0841 さいたま市大宮区東町2-276 小島屋ビル2F 048-658-4880 048-658-4875

15 さいたま欅 野原　哲夫 竹内　儀冶 火 19:00 ラフレさいたま 338-0001 さいたま市中央区上落合1-3-16 ジュアンコーポ北与野205号 048-826-5152 048-826-5595

330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-257-3 ㈲坂仁内

335-0003 蕨市南町3-4-12クレセント南町202 マウン・ソーピィー・ウイン様方

17 大宮西 髙橋　秀樹 染谷　義一 月 12:30 パレスホテル大宮3F 330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル4F 048-871-8881 048-871-8882

18 岩槻 小林　利郎 出山　知宏 木 12:30 料亭ふな又 339-0057 さいたま市岩槻区本町3-8-2-203 048-758-0680 048-758-0681

19 大宮北 嶋村　俊幸 高橋　敬 火 12:30 武蔵野銀行宮原支店　3F 331-0812 さいたま市北区宮原町3-383 武蔵野銀行宮原支店内 048-663-7211 048-668-1200

20 大宮東 鈴木　八郎 高橋　洋文 水 12:30 武蔵野銀行東大宮支店2F 337-0051 さいたま市見沼区東大宮5-50-9 東大宮レジデンスB-2 048-685-0145 048-687-3495

21 岩槻東 丹野　寿明 山崎　和雄 火 12:30 さいたま市民会館いわつき 339-0057 さいたま市岩槻区本町3-2-5-808 ワッツ東館 048-757-9786 048-756-5539

22 大宮北東 小暮　昭弘 長谷川 秀明 火 12:30 県南卸売協同組合会館3F 337-0004 さいたま市見沼区卸町1-7 県南卸売協同組合会館 048-686-9901 048-686-9900

23 上尾 藤村　作 須田　悦正 木 12:30 東武バンケットホール上尾ポリアス 362-0035 上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303 048-775-7788 048-776-9799

24 鴻巣 津田　ひろみ 大澤　一司 火 12:30 鴻巣ロータリークラブ例会場 365-0036 鴻巣市天神5-5-19 048-542-6811 048-541-6811

25 桶川 鈴木　拓雄 小板橋　好 水 13:00 マルイチビル２０３号室 363-0015 桶川市南1-2-20 マルイチビル301号室 048-773-6931 048-773-6947

26 上尾西 片桐　勇 水野　正男 水 12:30 東武バンケットホール上尾フローラ 362-0042 上尾市谷津2-1-34 日和ビル4Ｆ 048-772-4104 048-772-3344

27 北本 白石　春彦 松島　修一 木 19:00 北本市文化センター 364-0024 北本市石戸4-139 ㈱ライティング秀和内 048-591-6252 048-591-7512

28 上尾北 日吉　憲一 金子　禎伴 金 12:30 ヴェルデランド㈱3Ｆ 362-0072 上尾市中妻3-11-2 ヴェルデランド3Ｆ 048-771-7888 048-771-9589

29 鴻巣水曜 坂口　正城 田邊　聖 水 12:30 群馬銀行鴻巣支店 365-0077 鴻巣市雷電2-1-15 群馬銀行鴻巣支店内 048-543-5151 048-543-5151

30 桶川イブニング 細井　隆俊 岸　雅宏 木 19:30 桶川市べに花ふるさと館 363-0025 桶川市下日出谷848－10 高井コーポ202号 048-786-9499 048-786-9499

31 春日部 小島　喜久雄 菊池　陽二 火 12:30 春日部市商工振興センター 344-0062 春日部市粕壁東1-20-28 春日部市商工振興センター（春日部商工会議所内） 048-754-5600 048-754-5612

345-0036 北葛飾郡杉戸町杉戸2-15-21 埼玉縣信用金庫 杉戸支店 2F 0480-31-0031

345-0036 北葛飾郡杉戸町杉戸2920-9 穂刈様方 0480-31-2561

33 春日部西 大東　悦巳 千葉　和枝 木 12:30 フラールガーデン春日部 344-0064 春日部市南1-1-７ 東部地域振興ふれあい拠点施設5F　春日部商工会議所内 048-797-9637 048-797-9638

34 庄和 生田　英生 斉藤　義則 水 12:30 庄和ロータリークラブクラブルーム 344-0121 春日部市上柳1151-1 048-745-0673 048-745-0673

344-0021 春日部市大場991-1 むさしビル3F 048-733-1022

343-0044 越谷市大泊37-17 大木様方 048-978-0142

36 春日部イブニング 須田　浩 広地　進 木 19:00 むさしビル3F 344-0021 春日部市大場991-1 むさしビル3F 048-812-8630 048-812-8631

37 幸手 三牧　信吾 渡辺　光浩 水 12:30 埼玉りそな銀行 幸手支店内 3F 340-0115 幸手市中3-3-4 埼玉りそな銀行 幸手支店内 3F 0480-43-8655 0480-43-8646

38 蓮田 田中　政司 栗原　均 水 12:30 日信ビル2F 349-0123 蓮田市本町　4-11 日信ビル　2F 048-765-1288 048-765-1289

39 久喜 中山　登司男 黒須　久雄 木 12:30 三高サロン 346-0003 久喜市久喜中央1-5-32 ツジヤビル　3F 0480-24-5022 0480-22-3115

349-1103 久喜市栗橋東2-2-1 埼玉りそな銀行　栗橋支店　2F

349-1102 久喜市栗橋中央2-13-15 利根川様方

41 幸手中央 中田　盛夫 小林　達郎 火 19:30 G-FIVE内1F会議室 340-0156 幸手市南2-6-20 G-FIVE内 0480-44-0056 0480-44-0056

42 越谷 安濃　和正 吉澤　行雄 火 12:30 越谷産業会館内 343-0818 越谷市越ケ谷本町8-7 048-965-0550 048-965-6000

43 越谷南 赤松　則宏 石川　勝利 木 12:30 中野ビル2F 343-0842 越谷市蒲生旭町10－14 中野ビル2F 048-987-5761 048-987-5762

44 越谷北 長谷川　真也 大島　直幸 水 12:30 クオレせんげん台 343-0042 越谷市千間台東1-1-6 クオレせんげん台2F 048-975-9898 048-977-3741

45 越谷東 岡崎　愛子 山﨑　勝己 木 12:30 ＮＴＴ東日本越谷ビル2Ｆ 343-0813 越谷市越ケ谷3-7-1 ＮＴＴ東日本越谷ビル2F 048-965-2037 048-965-2011

46 越谷中 中村　隆雄 高橋　護 火 12:30 山下工務店　大袋GL2F 343-0034 越谷市大竹686-3 山下工務店　大袋GL2F 048-971-5320 048-971-5370

47 八潮 瀬田　秀樹 関　信行 火 12:30 埼玉縣信用金庫八潮支店2F 340-0816 八潮市中央1-15-11 埼玉縣信用金庫　八潮支店　2F 048-995-4857 048-925-1630

48 八潮イブニング 北川　賢一 小林　洋一 水 19:00 レストラン　フェリーチェ 340-0801 八潮市大字八條2500-38 048-998-2616 048-998-2616

49 草加中央 須永　賢治 木 19:00 草加市立中央公民館 340-0003 草加市稲荷3-13-26 048-935-0684 048-932-2785

50 八潮みらい 石塚　恭央 高橋　洋一 木 19:00 フェリーチェ3F 340-0811 八潮市二丁目1113-3 正和工業㈱内 048-995-1935 048-995-1937

51 草加松原 富永　悟 飯山　英彦 火 19:00 草加市文化会館　レセプションルーム 340-0002 草加市青柳8‐56‐21 048-967-5315 048-967-5315

52 吉川 稲垣　壯一 邨田　茂 水 18:30 吉川ロータリー会館 342-0045 吉川市木売 3-4-15 048-981-4383 048-981-4384

53 三郷 坂下　昇平 佐藤　泰博 金 12:30 三郷市商工会館 341-0027 三郷市上口970-2 048-952-8819 048-952-8819

54 三郷中央 小野寺　隆 谷津　茂男 火 18:30 三郷市商工会館2F会議室 341-0044 三郷市戸ヶ崎2299 グレッシュエル中川　A101 048-934-9116 048-934-9335

55 三郷ウエンズデー 大久保　守善 小高　好典 水 12:30 三郷市商工会館2階 341-0003 三郷市彦成2-34-5 048-958-2500 048-958-2500

56 松伏 石川　眞佐江 程田　一夫 火 19:00 松伏町商工会2F 343-0002 越谷市平方689-3 内田様方 048-961-8457 048-961-8458

57 川口 小林　玖仁男 小倉　克徳 木 12:30 そごう川口店10Fダリアルーム 332-0012 川口市本町1-18-5 ＮＴＴビル　1F 048-222-0124 048-222-0118

58 鳩ヶ谷 髙木　良信 大手　達哉 木 12:30 SKIPシティ埼玉県産業技術総合センター会議室 334-0002 川口市鳩ヶ谷本町1-3-15 本町商店街振興組合会館3F 048-285-2525 048-286-2524

59 川口東 今泉　実智信 関根　敏雄 火 12:30 川口信用金庫本町東支店2F 332-0006 川口市末広1-19-15 ランドフォレスト川口末広101 048-224-4903 048-226-1211

60 川口/鳩ヶ谷武南 菅原　稔 嶋田　悟志 水 12:30 青木会館 5階 332-0017 川口市栄町2-5-17-301 048-258-3160 048-258-3160

61 川口モーニング 熊谷　ほの 黒川　幸博 土 8:00 TKバレエ教室 332-0003 川口市東領家2-4-12　 ㈱タカハシエステート 048-223-2110 048-223-1244

62 川口南 田畑　雅祥 栗原　良介 水 12:30 そごう川口店10Fダリアルーム 332-0001 川口市朝日1-21-2 ステラハイム202 048-223-6363 048-223-6464

63 川口シティ鳩ヶ谷 今井　雅彦 北條　健二 火 12:30 川口市立福祉センタ-青木会館 334-0013 川口市南鳩ヶ谷6-9-21 048-285-1030 048-285-1018

64 埼玉ゆず 大竹　映子 岩崎　薫 月 19:00 浦和コミュニティセンター（浦和パルコ）10F 363-0025 桶川市下日出谷926-25 048-786-7105 048-877-9655

65 戸田 渡辺　正文 星　宏和 月 12:30 戸田市文化会館4Ｆ千歳の間 330-0011 戸田市下戸田1-7-16 ダイヤメゾン戸田公園内1F 048-445-2437 048-432-6331

66 蕨 髙石　正 髙松　良典 火 12:30 蕨商工会議所 335-0004 蕨市中央1-14-11 ステップハイツ２０３号 048-445-7865 048-445-0123

67 川口西 久保田　哲郎 遠山　博行 火 12:30 大和証券川口支店4F 333-0845 川口市上青木西1-20-3 川口市産業文化会館208号 048-251-8911 048-251-8922

68 戸田西 山崎　雅俊　 村田　実 木 12:30 巣鴨信用金庫戸田支店 335-0023 戸田市本町2－7－14 巣鴨信用金庫戸田支店 048-434-1811 048-296-1256

69 川口北 谷口　顕 槙　孝夫 水 12:30 東京信用金庫蕨支店内 333-0866 川口市芝2-4-25 048-423-0440 048-261-9756

70 川口北東 木内　賢治 伊田　都 火 12:30 川口市立ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内「レストラン赤柴」 333-0826 川口市新井宿700 川口市立ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内「ﾚｽﾄﾗﾝ赤柴」2F 048-285-4941 048-285-4966

333-0845 川口市上青木西1-20-3 川口市産業文化会館　208号 048-255-1012

332-8511 川口市栄町3-5-1  ㈱川口そごう 10F 宮川本店内　川口中央RC宛 048-258-2329

72 川口むさし野 白根　大輔 福世　一明 水 12:30 川口市立グリーンセンター「レストラン赤柴」 333-0826 川口市新井宿700 川口市立グリーンセンター内 048-285-8743 048-285-8339

73 戸田イブニング 萩原　達也 庭野　努 木 19:00 戸田市文化会館 336-0034 さいたま市南区内谷4-14-13 サンエイエンジ株式会社内 048-838-1769 048-838-1769

048-255-1012川口中央71

大宮中部公民館18:30土倉金　由幸
ﾏｹﾞﾀﾞﾗ ｶﾞﾏｹﾞ
ﾏﾍｰｼ ﾌﾞﾘﾔﾝ

ﾀﾞｻﾅｰﾔｶ
さいたま大空16

川口そごう10Fダリアルーム19:00月中村　勝文野崎　昌雅

第
十
二
グ
ル
ー

プ

植
野
　
正
裕

(

戸
田

)

長谷　虎峰 石垣　正順 木 12:30

林
　
明

（
久
喜

） 0480-52-0176 0480-52-031240 栗橋

12:30 048-733-102235 春日部南 田口　浩 鈴木　勝敏 水 むさしビル3F

第
七
グ
ル
ー

プ

第
六
グ
ル
ー

プ

海
老
原
　
秀
典

（
春
日
部
南

）

埼玉りそな銀行栗橋支店内

0480-31-003132 杉戸 中野　恒明 折原　正昭 木 12:30 埼玉縣信用金庫 杉戸支店 2F

第
四
グ
ル
ー

プ

清
水
　
恒
信

（
大
宮
西

）

第
五
グ
ル
ー

プ

池
田
　
遥
愰

（
桶
川

）

2017～2018年度　国際ロータリー第2770地区ガバナー補佐・会長・幹事・例会場一覧表
2017年3月28日現在

事務所所在地
（郵便物送付先）

第
一
グ
ル
ー

プ

半
田
　
正
一

(

浦
和
東

)

第
二
グ
ル
ー

プ

福
田
　
剛
紀

(

浦
和
北

)

第
三
グ
ル
ー

プ

柴
田
　
覚

（
大
宮
南

）

048-641-3209048-641-0033

第
十
一
グ
ル
ー

プ

熊
井
　
初
雄

（
鳩
ヶ
谷

）

第
十
グ
ル
ー

プ

宇
田
川
　
初
夫

（
三
郷

）

第
八
グ
ル
ー

プ

原
　
美
光

(

越
谷
東

)

第
九
グ
ル
ー

プ

佐
々
木
　
一
男

（
草
加
松
原

）
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