
2021-2022年度　国際ロータリー第2830地区　組織図

Ｒ Ⅰ 会 長 シェカール・メータ（Calcutta-Mahanagar RC）インド（西ベンガル州）

Ｒ Ⅰ 理 事 辰野　克彦 2020－22年度 （東京西）（東京西） ◎委員長 ○副委員長

ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ） ﾛ-ﾀﾘ-･ﾘ-ﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 　 （敬称略順不同）

  RLI日本支部顧問  黒田　正宏（八戸南）
RLI地区代表委員(任期1年)

成田　秀治 （五所川原イヴニング）

ガバナー
成田　秀治 (五所川原イヴニング)

顧　問

RLI日本支部ファシリテーター委員会
 山崎　淳一（五所川原）

RLI地区代表ファシリテーター （任期1年） 島村吉三久（五所川原イヴニング）

副委員長（2021年7月～2024年6月） 源新　和彦 （八戸北） (公財）ロータリー米山記念奨学会

◎ 米谷　恵司 （青森モーニング） ガバナーエレクト 副理事長　　　（2020年9月～2022年8月） 山崎　淳一 （五所川原）

  元RI理事
 黒田　正宏（八戸南）

阿保　康雄 （青森モーニング） 田中　常浩 （むつ） 評 議 員 　　　（2019年～2023年） 佐々木 千佳子（十和田）

（公財）ロータリー日本財団副理事長 最上　伸子 （青森モーニング） 副ガバナー ガバナーノミニー 財務委員会委員（2020年9月～2021年8月） 沼田　　廣 （青森）

  2022年規定審議会地区代表議員  工藤　武重（弘前西）
三浦　基 （青森） 佐々木千佳子 （十和田） 築舘　智大 （八戸）

石川佳共子 （青森）

欠畑　茂治 （十和田東）

三浦　真介 （弘前）

ロータリーの友地区代表委員

ガバナー補佐 地区諮問委員会 ガバナー指名委員会 地区研修委員会 危機管理委員会 戦略計画委員会 　 寺田　政史　（五所川原中央）

東第1グループ 岡山　信広　（六ヶ所） 黒田　正宏 （八戸南） 長嶺　康廣 （八戸南） 研修リーダー 小山内康晴 （弘前） ◎ 関場　慶博 （ＰＧ，医師） ◎ 沼田　　廣　 （青森）

東第2グループ 小比類巻雅祥（三沢） 関場　慶博 （弘前アップル） ◎ 佐々木千佳子 （十和田） 副研修リーダー 沼田　　廣　 （青森） 成田　秀治 （ガバナー） 成田　秀治（五所川原イヴニング） 地区財務委員会

西第1グループ 今　　淳一　（つがる） 大柳　繁造 （青森） 今井　高志 （弘前） 源新　和彦 （直前ガバナー） 源新　和彦 （八戸北） ◎ 三戸　靖史（五所川原イヴニング）

西第2グループ 工藤　昭義　（板柳） 島村吉三久 （五所川原イヴニング) 沼田　廣 （青森） 田中　常浩 （ガバナーエレクト） 田中　常浩　（むつ） 大入　武志 （八戸北）

中グループ 蒔苗　亜希子（青森北東） 川口彰五郎 （おいらせ） 源新　和彦 （八戸北） 地区チーム研修セミナー 花田　勝彦 （弁護士） 築舘　智大 （八戸） 宮川佐紀男 （むつ）

南グループ 岩岡　隆雄　（八戸東） 笹森　　剛 （弘前） （ＤＴＴＳ） 担当委員会委員長 ガバナー補佐

鐘ヶ江義光 （八戸東） 会長エレクト研修セミナー 白山　春男 （国際奉仕） 岡山　信広 (東第1グループ) 地区幹事長

　 山崎　淳一 （五所川原） 国際大会推進委員会 （ＰＥＴＳ） 上野　実穂 （公共イメージ向上） 小比類巻雅祥 (東第2グループ) 澁谷　省吾（五所川原イヴニング）

Ｉ　Ｍ
村井　　達 （八戸） （ヒューストン/米国） ◎ 花田　勝彦　（五所川原） 細川　勝也 （青少年交換） 今　　淳一 (西第1グループ) 地区副幹事長

小山内康晴 （弘前） ◎ 成田　秀治（五所川原イヴニング） 〇 木皮　美賀（五所川原イヴニング） 松山　隆志 （インターアクト） 工藤　昭義 (西第2グループ) 山中たける（五所川原イヴニング）

北山　輝夫 （八戸北） 〇 長利　礼治（五所川原イヴニング） 柴田　文彦 （ローターアクト） 蒔苗　亜希子 (中グループ) 木皮　美賀（五所川原イヴニング）

工藤　武重 （弘前西） ガバナー補佐6名 竹内　知弘 （ＲＹＬＡ） 岩岡　隆雄 (南グループ) 三戸　靖史（五所川原イヴニング）

地区表彰委員会 鈴木　唯司 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 地区研修・協議会 三浦　順子 （米山記念奨学） 地区会計長

◎ 源新　和彦　（八戸北） 長嶺　康廣 （八戸南） 地区大会 （DTA） 外部 山本　晃嗣（五所川原イヴニング）

成田　秀治　（五所川原イヴニング） 佐々木千佳子 (十和田) ◎ 三戸　靖史（五所川原イヴニング） ◎ 山中たける（五所川原イヴニング） 白取　静子 （青森山田高校教諭） 地区幹事

田中　常浩　（むつ） 今井　高志 （弘前） ホスト 五所川原イヴニング 角田　妙子 （聖愛高校教諭） 地区監査委員会・地区財団監査委員会 成田　朋広（五所川原イヴニング）

ガバナー補佐6名 沼田　　廣 （青森） コ・ホスト ◎ 今井   高志    (弘前) 成田　和代（五所川原イヴニング）

源新　和彦 （八戸北） 　五所川原・金　木・鰺ヶ沢 地区指導者育成セミナー 髙木　邦男 （五所川原中央） 松橋　幸治（五所川原イヴニング）

　 GE田中　常浩 （むつ） 　鶴　田・五所川原中央・つがる 小林　幹夫　（八戸） 下山　智　（五所川原イヴニング）

GN築舘　智大 （八戸） 長谷川裕紀（五所川原イヴニング）

工藤　大　（五所川原イヴニング）

長利　礼治（五所川原イヴニング）

小田桐　浩（五所川原イヴニング）

会員増強部門 公共イメージ向上部門 社会奉仕・職業奉仕部門 国際奉仕部門 ロータリー財団部門 青少年奉仕部門 米山記念奨学部門 赤城麻依子（五所川原イヴニング）

アドバイザー 笹森　剛　（弘前）　 アドバイザー 今井　高志 （弘前） アドバイザー 工藤 武重 （弘前西） アドバイザー 関場 慶博 (弘前ｱｯﾌﾟﾙ) アドバイザー 長嶺 康廣（八戸南） アドバイザー 村井　達　（八戸） アドバイザー 鈴木 唯司（青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 古川　勝治（五所川原イヴニング）

副 〃 佐々木千佳子(十和田) 副 〃 鐘ヶ江義光（八戸東） 副 〃 源新 和彦 （八戸北） 副 〃 鈴木 唯司（青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 副 〃 島村吉三久 （五所川原イヴニング） 副 〃 北山　輝夫（八戸北） 副 〃 沼田　廣 （青森） 佐々木一仁（五所川原イヴニング）

クラブ拡大・会員増強委員会 公共イメージ向上委員会 社会奉仕・職業奉仕委員会 国際奉仕委員会 ロータリー財団委員会 青少年交換委員会 米山記念奨学委員会 花田　勝彦（五所川原）

◎ 今　春淑 （十和田八甲） ◎ 上野　実穂 （八戸中央） ◎ 三上　貴生 （弘前） ◎ 白山　春男 （十和田東） ◎ 佐々木眞一 （むつ中央） ◎ 細川　勝也 （弘前） ◎ 三浦　順子 （弘前アップル） 高瀬　英人（五所川原）

下久保　淳一 （十和田八甲） 赤城麻依子  (五所川原イヴニング) 小田桐 浩（五所川原イヴニング） 〇 成田　俊介 （弘前西） 〇 佐藤　健一 （青森） 伊藤　幸生 （青森） 野坂　幸子 （野辺地） 平山　敦士（五所川原）

中村　勉 （八戸中央） 花田　仁 （三沢東） 櫛引　大樹 （青森） 坂本　幸光 （鶴田） 柿崎　隆雄 （八戸東） 平野　榮子 （八戸北） 小山内　修（五所川原中央）

上野　実穂 （八戸中央） 三枝　慎太朗 （青森） 蒔苗　俊二 （弘前西） 川﨑　益美 （八戸北） 地区補助金委員会 片野　潤 （八戸北） 佐藤 玲恵子 （弘前西） 武井　匡　（五所川原中央）

小田桐 マキ子（五所川原） 太田　格道 （十和田八甲） 村塚　正隆 （青森モーニング） 楠美　知剛 （青森） ◎ 小田桐 隆夫 （むつ） 粂田　泰孝 （黒石） 佐藤　一尚 （青森）

中畑　肇 （弘前西） 畑中　一之 （むつ） 奈良　昭仁 （つがる） インターアクト委員会 高井　孝治 （つがる）

吉田　立盛 （八戸）（八戸南）  新岡 壮太郎 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） ◎ 松山　隆志 （野辺地） 成田　学 （弘前アップル）

橋本八右衛門 （八戸） 林　　均 （青森） 光野 恵美子 （むつ） 太田　薫 （十和田）

田中　正子 （青森） 石橋　博仁 （三沢）

　 大橋　央雅 （八戸南） 野月　康範 （十和田）

グローバル補助金委員会 伊藤　圓子 （八戸中央）

◎ 川﨑　益美 （八戸北） ローターアクト委員会 ― ローターアクト地区代表

源新　育子 （八戸北） ◎ 柴田　文彦 （むつ中央）

資金推進委員会 鎌田　忍 （青森）

◎ 木村　由美 （弘前ｱｯﾌﾟﾙ） 正部家 光彦 （八戸）

越田　忠和 （青森） 中田　吾 （弘前）

平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ・奨学金・学友委員会 丸海老　隆 （五所川原）

◎ 工藤　真人 （青森） RYLA委員会

小林　俊一 （青森） ◎ 竹内　知弘 （弘前西）

ポリオプラス対策委員会 西田　文仁 （青森）

◎ 森内　忠良 （青森） 三上　信吾 （弘前）

土橋　伸行 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 百田　忠 （野辺地）

坂部　大介 （むつ中央）


