
ロータリーコーディネーター
菅原 裕典　（仙台泉）

日韓親善委員会委員

(財)米山記念奨学会

委員　　桑原　 茂　（塩釡）
理事　　皆川　 清　（岩出山）
評議員　濱守 豊秋　（大船渡西）

パストガバナー
　田口　良一 （盛岡北）
　松田　英一 （仙台泉）
　白倉　義則 （盛岡南）
　伊藤　大亜 （水沢東）
　皆川　　清 （岩出山）
　菊地　弘尚 （岩谷堂）
　小川　　惇 （盛岡）
　桑原　　茂 （塩釡）
　笠井　昭彦 （北上）
　八谷　郁夫 （佐沼）
　西郷　典安 （盛岡西）
　笹氣　光祚 （仙台北）
　菅原　一博 （仙台）
　小野寺則雄 （二戸）
　松良　千廣 （仙台南）
　山口　淑子 （盛岡滝ノ沢）
　菅原　裕典 （仙台泉）
　濱守　豊秋 （大船渡西）
　藤﨑三郎助 （仙台）
　田中　堯史 （盛岡）
　鈴木　　賢 （仙台北）

委員長　鈴木　俊一 （仙台南）
委　員　藤﨑三郎助 （仙台）
委　員　田中　堯史 （盛岡）
委　員　鈴木　　賢 （仙台北）
委　員　伊藤　智仁 （花巻南）
委　員　岩松　正記 （仙台南）

奉仕研修委員会
クラブ奉仕委員会 社会奉仕委員会

職業奉仕委員会 R L I 委員会

委員長　　工藤　武三　（二戸）
副委員長　星川　義美　（名取）
委員　　　千葉　ミオ　（仙台南）
委員　　　菊池　正敏　（盛岡南）
地区幹事　宮澤　一郎　（花巻南）
地区幹事　澤田　隆道　（花巻南）

委員長　　藤村　孝史　（盛岡北）
副委員長　森　　輝雄　（亘理）
委員　　　小松　　優　（仙台南）
委員　　　谷村　國男　（盛岡南）
地区幹事　山口　和久　（花巻南）
地区幹事　髙橋　照幸　（花巻南）

委員長　　松坂　宏造　（仙台東）
副委員長　臼井　真人　（気仙沼）
委員　　　菊地　宏幸　（仙台南）
委員　　　斎藤　正人　（仙台泉）
地区幹事　奥山　　隆　（花巻南）
地区幹事　富沢　良一　（花巻南）

委員長　　笹氣　光祚　（仙台北）
副委員長　笠井　昭彦　（北上）
副委員長　菅野幸一郎　（佐沼)
委員　　　ガバナー補佐全員
地区幹事　八森　辰雄　（花巻南）
地区幹事　金澤　俊司　（花巻南）

国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク（ドイツ）
国際ロータリー理事
辰野　克彦　（東京西）

第1分区【11】（久慈・二戸）（盛岡）
東井　千明　（種市） 久慈、二戸、種市
柴田　　茂　（盛岡東） 盛岡､盛岡北､盛岡西､盛岡南､盛岡東､盛岡中央､盛岡西北､盛岡滝ノ沢
第2分区【10】（花巻・北上）（江刺・水沢）
佐藤　博文　（北上） 花巻、花巻南、花巻北、北上、北上西、北上和賀
高橋　悦彌　（水沢東） 岩谷堂、前沢、水沢、水沢東
第3分区【10】（一関・平泉）(大船渡・高田・千廐・気仙沼）
小野寺知之　（一関中央） 花泉、平泉、一関、一関中央
熊谷　雅也　（大船渡西） 大船渡、大船渡西、陸前高田、千廐、気仙沼、気仙沼南
第4分区【7】（遠野・釡石）(山田・宮古）
丸木　久忠　（釡石） 釡石、釡石東、大槌、遠野
阿部　幸榮　（山田） 宮古、宮古東、山田
第5分区【7】(三陸）(登米・栗原）
櫻谷　　隆　（石巻南） 石巻東、石巻西、石巻南
鈴木　岳美　（栗駒） 栗駒、築館、佐沼、若柳
第6分区【11】(大崎）（松塩）
情野　　進　（加美） 古川、古川東、岩出山、加美
伊藤　新一　（大和） 大和、松島、塩釡、塩釡東、多賀城、利府、七ヶ浜
第7分区【11】(仙台青葉）（仙台広瀬）
増子　良一　（仙台冠） 仙台、仙台平成、仙台青葉、仙台冠、仙台レインボー
佐々木宏明　（仙台北） 仙台南、仙台北、仙台東、仙台西、仙台泉、仙台宮城野
第8分区【10】（阿武隈）（蔵王）
横山　博昭　（丸森） 岩沼、名取、亘理、角田、丸森
井上　庸一　（白石北） 白石、白石北、柴田、村田、大河原

地区副ガバナー
田中　堯史　（盛岡）

地区ガバナー
伊藤　智仁　 (花巻南）

委員長　　小野寺則雄 （二戸）
副委員長　星　　　毅 （仙台南）
委員　　　郷内　知明 （名取）
委員　　　湯下　道雄 （盛岡東）

委員長　　山口　淑子 （盛岡滝ノ沢）
委員　　　佐々木裕子 （二戸）
委員　　　赤坂　泰子 （多賀城）
委員　　　太田マリ子 （盛岡滝ノ沢）
地区幹事　岩井　昌弘 （花巻北）
地区幹事　佐藤　博茂 （花巻北）

委員長 佐々木　博 （栗駒）
アドバイザー 松良　千廣 （仙台南）
副委員長 高橋　孝一 （柴田）
委員 佐藤　　仁 （仙台南）
委員 草刈 千賀志 （仙台）

委員長 佐藤　　剛 （水沢）
副委員長 志賀　正博 （水沢）
委員 斎藤　　賢 （一関）

委員長 佐々木史昭 （花巻）
副委員長 橋川　秀治 （花巻）
委員 小野寺　隆 （気仙沼南）
委員 志田　宏美 （大船渡西）
地区幹事 鎌田　定悦 （花巻南）
地区幹事 橋川　秀治 （花巻）

諮問委員会
地区ガバナー補佐

　笹氣　光祚 （仙台北）
RLI日本支部　地区代表委員

RLI日本支部
地区代表ファシリテーター

　松良　千廣 （仙台南）
RIJYEM理事

ロータリーの友理事
　田中　堯史 （盛岡）

On to 台北　委員会

会員増強・R公共イメージ向上委員会

女性会員活性化委員会

国際奉仕委員会

青少年交換（短期）委員会

青少年交換（長期）委員会

地区研修リーダー
田中　堯史　（盛岡）

地区ガバナーエレクト
鈴木　俊一　（仙台南）

ロータリーの友地区委員会

地区代表委員　吉田　和洋　（花巻）
副代表委員　　渡邉　　宏　（仙台北）
副代表委員　　勝部　民男　（盛岡）
副代表委員　　笹氣光壽郎　（仙台）

地区資金・財務・会計委員会

資金委員長　　高橋　溥芳　（花巻南）
資金委員　　　富沢　良一　（花巻南）

地区監査委員会

会計監査委員長　谷村　　繁　（花巻）
会計監査委員　　熊谷　眞人　（仙台）
会計監査委員　　加藤　幹夫　（仙台北）

ガバナー指名委員会

委員長　鈴木　　賢　（仙台北）
委員　　田中　堯史　（盛岡）
委員　　藤﨑三郎助　（仙台）
委員　　濱守　豊秋　（大船渡西）
委員　　菅原　裕典　（仙台泉）

危機管理委員会

委員長 田中　堯史 （盛岡）
直前ガバナー 鈴木　　賢 （仙台北）
ガバナーエレクト 鈴木　俊一 （仙台南）
地区代表幹事 菊池　忠彦 （花巻南）
国際奉仕委員長 佐々木　博 （栗駒）
青少年奉仕委員長 三浦　　滋 （前沢）
ロータリー財団委員長 菅原　一博 （仙台）
米山記念奨学会委員長 清水　　努 （塩釡）
医師団 佐藤　　寧 （花巻南）
弁護士団 畠山　将樹 （盛岡）

姉妹地区（D3640）親善委員会
委員長 國分　敏彦　（二戸） 
委員 阿部　　司　（一関中央） 

委員長 三浦　　 滋　（前沢） 
副委員長 日野　　 宏　（築館） 
委員 加藤　雄彦　（仙台） 
委員 半澤　修司　（仙台南） 
委員 齊藤　俊明　（大船渡西） 

委員長 門馬　光一　（宮古） 
副委員長 根本　昌幸　（一関中央） 
委員 和田　達雄　（仙台南） 
委員 吉田　栄幸　（宮古） 

委員長 中山　栄一　（仙台東） 
副委員長 吉澤　珠美　（北上西） 
委員 佐藤勘三郎　（仙台） 
委員 萱場　久美　（仙台泉） 
委員 小野　智哉　（北上） 
地区幹事 佐藤　克也　（花巻北） 
地区幹事 鎌田　憲幸　（花巻北） 

実行委員長 藤本　純一　（花巻南）
実行副委員長 阿部　一郎　（花巻）
実行副委員長 瀬川　賢孝　（花巻北）
コ・ホスト 花巻ＲＣ、花巻北ＲＣ 

地区大会委員長 藤本　純一　（花巻南）
地区大会副委員長 阿部　一郎　（花巻）
地区大会副委員長 瀬川　賢孝　（花巻北）
コ・ホスト 花巻ＲＣ、花巻北ＲＣ

地区ガバナーノミニー
天沼　久純　（盛岡南）

吉江　信博　（盛岡）
加藤　幹夫　（仙台北）
菊池　忠彦　（花巻南）
星　　　毅　（仙台南）

地区研修・協議会委員会 地区大会

代表幹事会

代表幹事 菊池　忠彦 アドバイザー 藤本　純一
副代表幹事 照井　敬孝 総務委員長 嶋　　利幸 
副代表幹事 照井　正樹 総務副委員長 佐々木繁樹 
副代表幹事 吉田　和洋　（花巻） 総務委員 渡辺　正乃 
副代表幹事 髙橋　年徳　（花巻北） 総務委員 小野健太郎
ホストクラブ会長 似内　裕司
ホストクラブ幹事 髙橋　   誠
幹事 阿部　豊治 幹事 及川　洋吉
幹事 藤本　莞爾 幹事 奥山　　隆
幹事 八森　辰雄 幹事 小田島修司
幹事 岩舘　正明 幹事 佐々木盛光
幹事 鎌田　定悦 幹事 佐藤　　寧
幹事 金澤　俊司 幹事 澤田　隆道
幹事 川辺　助之 幹事 高橋　溥芳
幹事 小田島順造 幹事 髙橋　照幸
幹事 熊谷　長吉 幹事 千葉　　功
幹事 栗原　祐二 幹事 富沢　良一
幹事 宮澤　一郎 幹事 植村　和雄
幹事 本舘　憲一 幹事 山口　和久

　ガバナー事務所
　　　〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44　ホテルメトロポリタン盛岡本館4Ｆ
 TEL  019-654-0550／ FAX  019-654-0551／ MAIL  ri2520@r4.dion.ne.jp
 事務局　西村　鈴子　　佐々木真奈美　　蛇口　光子

地区ガバナー事務所（ホストクラブ　花巻南）

委員長 菅原　一博　（仙台）
副委員長 山口　淑子　（盛岡滝ノ沢）
委員 南郷　成民　（盛岡中央）

委員長 梶浦　　正　（仙台レインボー）
副委員長 大城　秀峰　（仙台）

委員長 田鎖　幸司　（北上和賀） 

委員長 山口　淑子　（盛岡滝ノ沢）

委員長 小野寺則雄　（二戸）

委員長 橋浦　　寛　（名取）
地区幹事 上田　　穣　（花巻）
地区幹事 鹿討　康弘　（花巻）

委員長 清水　　努 （塩釡）
副委員長 小嶋　道夫 （仙台西）
副委員長 小原　正至 （北上）
委員 白鳥　　淳 （築館）
委員 小野　照代 （岩沼）
委員 佐々木公伍 （一関中央）
委員 遠藤　哿子 （花泉）
委員 米内　　正 （盛岡）
委員 丸﨑　勝康 （仙台北）
地区幹事 稲田　典之 （花巻）
地区幹事 浅沼　幸二 （花巻）

ロータリー財団委員会

補助金委員会

ポリオプラス委員会

ロータリー平和フェローシップ委員会
学友会委員会

米山記念奨学会委員会

資金推進委員会

補助金管理委員会

青少年奉仕委員会

ローターアクト・RYLA委員会

インターアクト委員会

　菅原　裕典 （仙台泉）
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