
                                  

実行委員長 内山 篤美 （盛岡南） 大会委員長 白倉 義則 （盛岡南）

大会副委員長 谷村 國男 （盛岡南）

菅原　裕典 （仙台泉） パストガバナー

白倉　 義則　（盛岡南） 佐々木裕子　（二戸） 久慈・二戸・種市 委員長 目時　　孝彦 (盛岡南) 白倉　義則 (盛岡南）

伊藤 　大亜　（水沢東） 田中　 広江　（盛岡西北） 盛岡・盛岡北・盛岡西・盛岡南・盛岡東・盛岡中央 委員 西川　　修司 (盛岡南)

桑原　　茂 （塩釜） 皆川  　　清　（岩出山） 盛岡西北・盛岡滝ノ沢

菊地 　弘尚　（岩谷堂）

濱守　豊秋 （大船渡西） 小川 　 　惇　（盛　 岡） 菅原　忠勝　（北上西） 花巻・花巻南・花巻北・北上・北上西・北上和賀 委員長 猿ｹ澤　顕洋 (盛岡南) 代表幹事 藤村 　祐介

桑原　  　茂　（塩　 釜） 高橋　一隆　（水　 沢） 岩谷堂・前沢・水沢・水沢東 委員 吉江　　信博 (盛　 岡) 副代表幹事 内山 　篤美 副代表幹事 小笠原敏之 副代表幹事 三塚   訓男

笠井 　昭彦　（北　 上） 委員 星　　 　　 毅 (仙台南) 事務局長 工藤 　拓也

桑原　　茂 （塩釜） 八谷 　郁夫　（佐　 沼） 鈴木　和博　（平　泉） 花泉・平泉・一関・一関中央 ホストクラブ会長 川村　 英司 ホストクラブ幹事 遠藤　大介

西郷 　典安　（盛岡西） 小山　清之　（気仙沼南） 大船渡・大船渡西・陸前高田・千厩・気仙沼・気仙沼南 幹事 星　　  三郎 幹事 小山亥一郎 幹事 小笠原徳雄 幹事 谷地　 勇三

笹氣 　光祚　（仙台北） 委員長 鈴木　 　俊一 （仙台南） 幹事 菊池　 正敏 幹事 太田　　  稔 幹事 簗田　　  満 幹事 木下　 周三

菅原 　一博　（仙 　台） 奥寺　　 修　（遠 　野） 釜石・釜石東・大槌・遠野 委 員 伊藤　 　智仁 （花巻南） 幹事 斎藤　 芳昭 幹事 村上　　  功 幹事 駒ヶ嶺 正隆 幹事 守口　 憲三

小野寺則雄　（二　 戸） 齋藤　泰純　（宮古東） 宮古・宮古東・山田 委 員 鈴木　　  　賢 （仙台北） 幹事 菅原隆一郎 幹事 鈴木　　  茂 幹事 石戸　 保光

松良　千廣 （仙台南） 松良　 千廣　（仙台南） 委 員 田中　 　堯史 （盛 　岡）

山口　 淑子　（盛岡滝ﾉ沢） 鈴木 忠彦　（石巻東） 石巻東・石巻西・石巻南 委 員 藤﨑　三郎助 （仙　 台） 18-19代表幹事 吉江　信博　（盛岡） 19-20代表幹事 加藤　幹夫　（仙台北）

菅原　 裕典　（仙台泉） 川嶋 　 哲　（若　 柳） 栗駒・築館・佐沼・若柳 20-21代表幹事 菊池　忠彦　（花巻南） 21-22代表幹事 星　　　　毅　（仙台南）

松良　千廣 （仙台南） 濱守　 豊秋　（大船渡西） 23-24代表幹事 横山　昭一　（仙台宮城野）

藤﨑三郎助　（仙 　台） 奥山　浩二　（古川東） 古川・古川東・岩出山・加美 地区代表委員 藤原　  　　繁 （盛岡南） ガバナー事務所　

田中 　堯史　（盛　 岡） 郷家　茂樹　（松 　島） 大和・松島・塩釜・塩釜東・多賀城・利府・七ヶ浜 副代表委員 佐々木　利晃 （仙台南） 〒020-0034　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

鈴木　　賢 （仙台北） 鈴木　　　賢　（仙台北） 副代表委員 吉田　 　和洋 （花　 巻） ℡ 019-654-0550 Fax 019-654-0551 e-mail ri2520@r4.dion.ne.jp
伊藤　 智仁　（花巻南） 亀田　　 治　（仙台青葉） 仙台・仙台泉・仙台青葉・仙台冠・仙台レインボー 副代表委員 渡邉  　　　宏 （仙台北） 事務局 西村　鈴子 佐々木 真奈美 蛇口　光子

鈴木　 俊一　（仙台南） 古積　　 昇　（仙台西） 仙台南・仙台北・仙台東・仙台西・仙台宮城野・仙台奥羽

菅原　裕典 （仙台泉）

渡辺　真多　（岩　 沼） 岩沼・名取・亘理・角田・丸森 委員長 伊藤　智仁　　（花巻南）

櫻井　淳一　（大河原） 白石・白石北・柴田・村田・大河原 直前ガバナー 鈴木　俊一　　（仙台南）　

ガバナーエレクト 森川　昭正　　（仙台宮城野）

ガバナーノミニー

委員長 森川　昭正　（仙台宮城野） 地区代表幹事 藤村　祐介　　（盛岡南）

委 員 伊藤　智仁　（花巻南） 国際奉仕委員長 髙橋  孝一　　（柴　 田）

委 員 鈴木　俊一　（仙台南） 青少年奉仕委員長 中山　栄一　　（仙台東）

委 員 天沼　久純　（盛岡南） ロータリー財団委員長 小野寺則雄 　（二 　戸）

委 員 澤田  一幸　（仙台宮城野） 米山記念奨学会委員長 清水　 　努　　（塩　 釜）

医師団 長野　隆行　　（盛 　岡）

弁護士団 遠藤　大介　　（盛岡南）

　

委員長 藤﨑三郎助　（仙台） 委員長 髙橋　　孝一　（柴田） 委員長 中山　 栄一　（仙台東） 委員長 小野寺則雄　（二戸） 委員長 清水 　　 努　（塩釜）
委員長 田中　堯史　（盛岡） 委員長 斎藤　正人　（仙台泉） 副委員長 平野　 喜直　（盛岡西北） 委員長 山口　   淑子　　（盛岡滝ノ沢） 副委員長 麻生 菜穂美　（白石衛星） 副委員長 及川　 　 穣　（宮古） 副委員長 山口   淑子　（盛岡滝ﾉ沢） 副委員長 小原   正至　（北上）

副委員長 熊谷  和哉　（盛岡南） 副委員長 佐藤　優昭　（仙台宮城野）　 副委員長 佐浦　 弘一　（塩釜） 副委員長 赤坂  　 泰子　　（多賀城） アドバイザー 松良 　千廣　 （仙台南） 委 員 三浦　 　 滋　（前沢） 地区幹事 鈴木    　博　（盛岡南） 副委員長 小野　 照代　（岩沼）
委 員 及川　　 穣　（宮古） 委 員 照井　健悦　（仙台泉） 委 員 松田 　和也　（一関） 委 員 小笠原エイ子　　（盛岡中央） 地区幹事 川村 　久史　 （盛岡南） 委 員 日野 　 　宏　（築館） 委 員 白鳥　　  淳　（築館）

委 員 伊藤　英実　（仙台宮城野）委 員 橋本  正博　（盛岡中央） 委 員 和田 　政宗　（仙台南） 委 員 工藤　 　圭子　　（盛岡西北） 地区幹事 西川 　修司　 （盛岡南） 委 員 根本   昌幸　（一関中央） 委員長 工藤　武三　（二戸） 委 員 佐々木源悦　（佐沼）
委 員 大江　広満　（仙台南） 委 員 小松　   優　（仙台南） 委 員 後藤宗一郎　（仙台） 委 員 山田   シズヱ　　（利府） 委 員 小松　  　優　（仙台南） 副委員長 大友　浩幸　（岩沼） 委 員 佐々木龍快　（仙台西）
地区幹事 小笠原寿男 （盛岡南） 地区幹事 佐々木和彦 （盛岡南） 委 員 安曇 　謙三　（仙台） 委 員 遠藤　 　哿子　　（花泉） 委員長 佐藤　　 剛　　（水沢） 委 員 武田 　文孝　（仙台南） 委 員 小野寺勘治　（一関中央）

地区幹事 水越　昌雄　（盛岡南） 委 員 髙橋　 年徳　（花巻北） 地区幹事 内舘　　　　茂　　（盛岡南） 副委員長 佐々木  博 　 （栗駒） 委 員 鈴木沙也佳　（仙台ＲＡ） 委員長 千田　勝治　（陸前高田） 委 員 金澤    貴子　（二戸）
委員長 佐々木 　勝　（仙台青葉） 地区幹事 齋藤 　哲哉　（盛岡南） 委員 及川　昭宏　　（佐沼） 地区幹事 日影 　文則　（盛岡南） 副委員長 安藤  敏樹　（盛岡西北） 地区幹事 鈴木    正男　（盛岡南）

副委員長 時   　 準雄　（仙台泉） 委員 菱沼　清彌　　（仙台南） 地区幹事 工藤 　幸治　（盛岡南） 地区幹事 小山 剛三郎　（盛岡南）
委 員 鈴木   文夫  （塩釜） 委員長 菊地  茂樹　（仙台北）

委 員 吉川   幸一　（名取） 委員長 柴田　　茂　（盛岡東） 委員長 佐々木 史昭 　（花巻） 委員長 早坂　 竜太　（古川東）  副委員長 髙木　久子　（大船渡西）
委 員 西部   邦彦　（盛岡東） 副委員長 小川  隆秀 （村田） 副委員長 佐藤 　 　 仁   （仙台南） 副委員長 小野 　智哉　（北上）

地区幹事 鎌田   英樹　（盛岡南） 副委員長 熊谷  雅也 （大船渡西） 委員 木村　直樹　　（花巻北） 委 員 門馬　 光一　（宮古） 委員長 水野  暢大　（塩釜）
地区幹事 竹花  寛幸  （盛岡南） 委 員 木村  清且 （花巻北） 委 員 岡竹  博昭  （仙台） 委員 高橋　範行　　（北上和賀） 委 員 髙橋　 孝一　（柴田）

委 員 髙橋  正樹 （仙台東） 委 員 本木  浩喜 （仙台泉） 委 員 及川　 周一　（仙台南） 委員長 麻生菜穂美　（白石衛星）
委 員 高橋  文人 （築館） 委 員 山地  信行  （盛岡北） 委 員 吉野　　  淳　（盛岡南）
委 員 齋藤　　豊  （久慈） 委 員 小池  康浩  （仙台泉） 委 員 岡野　 友保　（久慈） 委員長 山本　　　茂　（二戸）

委 員 鎌田  善幸 （仙台泉） 委 員 夏目  雅貴  （仙台冠）
地区幹事 菊池　　純  （盛岡南） 地区幹事 熊谷　和哉　（盛岡南） 委員長 佐藤　 知樹  （仙台）

副委員長 半澤　 修司　（仙台南）
委 員 吉澤　 珠美　（北上西）

米山記念奨学会委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ バ ナ ー 事 務 所　　　

地区副ガバナー

伊藤　智仁　（花巻南）

諮 問 委 員 会

会員増強・戦略計画委員会

ロータリーの友地区委員会

青少年奉仕委員会

ガバナー指名委員会

地区会計監査委員会

ロータリー財団委員会国際奉仕委員会

ガバナー事務所顧問

第６分区【11】（大崎）（松塩）

第５分区【7】（三陸）（登米・栗原）

2022-23年度
国際ロータリー第2520地区 組織図 国際ロータリー会長 地区研修リーダー 地区研修・協議会 地 区 大 会

2022年ＲＩ研修リーダー

ロータリーカード地域コーディネーター

国際ロータリー理事

佐藤　芳郎　（岡山南）

ガバナーエレクト

（公財）米山記念奨学会　理事

（公財）米山記念奨学会　評議員

第３分区【10】（一関・平泉）（大船渡・高田・千厩・気仙沼）

第２分区【10】（花巻・北上）（江刺・水沢）

第１分区【11】（久慈・二戸）（盛岡）

日韓親善委員会　委員長

RIJYEM 理事

2022年規定審議会　代表議員

日韓親善委員会　委員

第７分区【11】（仙台青葉）（仙台広瀬）

第８分区【10】（阿武隈）（蔵王）

インターアクト委員会

ローターアクト・RYLA委員会青少年交換(短期）委員会Ｒ Ｌ Ｉ 委 員 会

青少年交換(長期)委員会

補助金管理委員会

ＲＬＩ日本支部地区代表ファシリテーター

危 機 管 理 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

On to Melbourne 委員会

公共イメージ向上・
女性会員活性化委員会

ロータリー平和フェローシップ・学友会委員会

ロータリーカード推進委員会

地区ガバナー

天沼　久純　（盛岡南）

ガバナーノミニー

森川　昭正　（仙台宮城野）

地区資金・財務・会計委員会

地区ガバナー補佐　クラブ数【77】

伊藤　智仁　（花巻南）ジェニファー E.ジョーンズ　（カナダ）

補助金委員会

資金推進委員会

ポリオプラス委員会

奉　仕　研　修　委　員　会

第４分区【7】（遠野・釜石）（山田・宮古）


