
歴代会長・幹事・地区ガバナー・ＲＩ会長・テーマ

1980年～81年 飯沼　剛  ロルフＪ.クラリッヒ  時間を捧げよう
(昭和55年7月～) (堺RC) 　（ヘルシンキ）  　奉仕のために

1981年～82年  堂之本 種田憲次  スタンレーＥﾏｯｷｬﾌﾘｰ  ロータリーを通じて
(昭和56年7月～) 　　千代松 (大阪住吉RC) 　(米国)  　世界理解と平和を

小中義美  人類はひとつ、

1982年～83年 (和歌山RC)  向笠廣次（ﾑｶｻ ﾋﾛｼﾞ）  　世界中に友情の

(昭和57年7月～) 藤沢元雄 　(日本国・中津ＲＣ)  　　橋をかけよう

(和歌山西RC)

1983年～84年 東條仁進  ウィリアムＥ.スケルト  みんなにロータリーを
(昭和58年7月～) (泉佐野RC) 　(米国)  　みんなに奉仕を

1984年～85年 播野林太郎  カルロス・カンセコ  見つけよう
(昭和59年7月～) (堺RC)  (メキシコ)  　奉仕の新生面

1985年～86年 月山和男  エドワードＦ.カドマン

(昭和60年7月～) (和歌山南RC) 　(米国)

1986年～87年 中島治一郎  Ｍ.Ａ.Ｔ.カパラス  ロータリーは

(昭和61年7月～) (泉大津RC) 　(フィリピン) 　希望をもたらす

1987年～88年 嶋　良宗  チャールズＣ.ケラー  ロータリアン

(昭和62年7月～) (和歌山東RC) 　(米国)   －奉仕に結束－平和に献身

1988年～89年 平岡正己  ロイス・アビー  ロータリーに活力を

(昭和63年7月～) (羽衣RC) 　(オースラリア)    あなたの活力を

1989年～90年 榎木長平  ヒューＭ.アーチャー

(平成元年7月～) (田辺RC) 　(米国)

1990年～91年 大丸鑑明  パウロＶ.Ｃ.コスタ  ロータリーを高めよう

(平成2年7月～) (堺南RC) 　(ブラジル)  　思いを尽くし 熱意を尽くし

1991年～92年 瀬戸新一  ラジェンドラ.Ｋ.サブー

(平成3年7月～) (御坊RC) 　(インド)

1992年～93年 大澤徳平  クリフォードＬ.ダクターマン  まことの幸福は

(平成4年7月～) (堺RC) 　(米国) 　 人助けから

1993年～94年 玉置圭四郎  ロバートＲ.バース  行動に信念を

(平成5年7月～) (海南RC) 　(スイス) 　 －信念を行動に

1994年～95年 才門三郎  ビル・ハントレー

(平成6年7月～) (岸和田RC) 　(英国)

1995年～96年 楠　公延  ハーバート･グラハム・ブラウン  真心の行動 慈愛の奉仕

(平成7年7月～) (高野山RC) 　(米国) 　 平和に挺身

1996年～97年 中村幸吉  ルイス・ビャンテ・ジアイ  築け未来を

(平成8年7月～) (富田林RC) 　(アルゼンチン) 　 -行動力と先見の目で

1997年～98年 堤　啓治  グレン.Ｗ.キンロス

(平成9年7月～) (和歌山RC) 　(オーストラリア)

1998年～99年 亀岡　弘  ジェームスＬ.レイシー  ロータリーの

(平成10年7月～) (泉南RC) 　(米国)    夢を追い続けよう

1999年～00年 成川守彦  カルロ・ラビッツア  ロータリー2000：活動は

(平成11年7月～) (有田RC) 　(イタリア) 　 －堅実・信望・持続

2000年～01年 水田博史  フランクＪ.デブリン  意識を喚起し

(平成12年7月～) (岸和田東RC) 　(メキシコ) 　 進んで行動を

2001年～02年 前田孝道  リチャードＤ.キング

(平成13年7月～) (和歌山東南
RC)

　(米国)

2002年～03年 小島　哲  ビチャイ・ラタクル

(平成14年7月～) (泉大津RC) 　(タイ)

鈴木道禮

 ロータリーを心に

 人類が私たちの仕事

 慈愛の種を播きましょう23 池田茂雄 山ノ内修一

21 堀畑好秀 竹田功勝

22 畑崎　衞 原　明敏

 茶谷幸一

19 正木　正 新井茂文

20 松井一覺 佐野弘幸

15  友達になろう

幹事年　次 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ

 磯村治雄 樋上　茂

松井一覺

12

 上田　実

島田　衛 泉谷　徹18

松村武明  ロータリーを楽しもう

 田中朝彦

 自分を超えた眼を

 井阪廣和 星野伸次

 塩田亮三

11

14  正木  正 白木勝巳

16 北田和八 速水喜彦

島田　衛

13

武田　正  あなたが鍵です

7  岡村茂和 井阪廣和

中川隆逸

9  小山一男 広野至彦

10

会長

8

2 北尾 一

3  北村喜久治 堀畑好秀

5  杉田長久 石田公男

17 國井　豊

4  吉野喜美男 田中朝彦

6  小田垣栄三

ＲＩ会長 ＲＩ会長テーマ

1  別所重秋 北尾 一



2003年～04年 前窪貫志  ジョナサンＢ.マジィアベ

(平成15年7月～) (和歌山南RC) 　(ナイジェリア)

2004年～05年 中島治一郎  グレンＥ.エステスシニア

(平成16年7月～) (泉大津RC) 　(米国)

2005年～06年 平尾寧章  カール･ヴエルヘルム･ステンハマー

(平成17年7月～) (海南東RC) 　(スウェーデン)

2006年～07年 三軒久義  ウィリアムＢ.ボイド

(平成18年7月～) (河内長野東
RC)

　(ニュージーランド)

2007年～08年 平原祥彰  ウィルフリッドＪ.ウィルキンソン

(平成19年7月～) (粉河RC) 　(カナダ)

2008年～09年 勝野露観 　李　東建

(平成20年7月～) (和泉RC) 　(韓国)

2009年～10年 村上有司  ジョン・ケニー  ロータリーの未来は

(平成21年7月～) (田辺RC) 　(スコットランド) 　 あなたの手の中に

2010年～11年 米田眞理子  レイ・クリンギンスミス

(平成22年7月～) (堺ﾌｪﾆｯｸｽRC) 　(米国)

2011年～12年 大澤徳平  カルヤン・バネルジー  こころの中を見つめよう

(平成23年7月～) (堺RC) 　(インド) 　 博愛を広げるために

2012年～13年 北中登一  田中作次

(平成24年7月～) (大阪狭山RC) 　(日本・八潮ＲＣ)

2013年～14年 久保治雄  ロンＤ・バートン  ロータリーを実践し

(平成25年7月～) (泉州KUMATORI
RC)

　(米国･ノーマンRC) 　　みんなに豊かな人生を

2014年～15年 辻　秀和  ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン

(平成26年7月～) (河内長野東
RC)

　(Taipei RC)

2015年～16年 辻　秀和  Ｋ.Ｒ.ラビンドラン

(平成27年7月～) (河内長野東 RC)   (コロンボRC)

2016年～17年 福井隆一郎  ジョンＦ.ジャーム

(平成28年7月～) (堺 RC)   (米国・ﾁｬﾀﾇｰｶﾞRC)

2017年～18年 岡本　浩  イアン・ライズリー

(平成29年7月～) (和歌山城南RC)   (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑRC)

年　次 会長 幹事 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ ＲＩ会長 ＲＩ会長テーマ

38 辰　正博 池永隆昭  ロータリー：変化をもたらす

 ロータリーに輝きを

 ロータリーを祝おう

 地域を育み大陸をつなぐ

 奉仕を通じて平和を

34 城岡陽志 中川　澄

30 河井要祐 塩谷圭一

35 山ノ内修一 塩見　守

32 那須泰三 澤井久和

33 徳田　稔 辰　正博

31 宇瀬治夫 坂田兼則

29 山中喜八郎 徳田　稔  夢をかたちに

27 新井茂文 城岡陽志

28 白木勝巳 中田　学

 率先しよう

 ロータリーは分かちあいの心

 手を貸そう

25 山野俊一 鷺岡眞人

26 速水喜彦 綿谷伸一  超我の奉仕

24 安田弘信 宇瀬治夫

坂田兼則 藤永　誉  世界へのプレゼントになろう

37 中田　学 笹山悦夫  人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ

36


