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ロータリアンの皆さま
　ロータリー地区大会に出席される皆さまにご挨拶申し上げます。
直接対面式であるか、オンライン形式であるかを問わず、このよ
うな会合の機会は、これまでの成果を振り返り、国境や文化を超
えたネットワークを広げ、今後のためのアイデアを共有する場とな
ります。皆さま一人ひとりが真の変化をもたらすことができるよう、
本会合に積極的に参加すると同時に、この時間をお楽しみいただ
けることを願っております。

　ロータリアンである私たちは、奉仕へのコミットメントをもち、一
人では達成できない大きなことに貢献することを目指します。地区
大会は、社会奉仕への情熱をさらに高め、互いにインスピレーショ
ンを与えあい、ロータリーの奉仕を次なる高みへと導く機会です。

　今年度は、「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」と
いうテーマの下、あらゆる方法に目を向けていくことが重要となり
ます。奉仕は、私たちが地球上で過ごす時間に対して支払う「家賃」
です。私たちは、「もっと成長し、もっと多くを成し遂げる」ことでロー
タリーの奉仕を広げていきます。「みんなが一人を入会させよう
（Each One, Bring One）」の取り組みに力を注ぐことができま
す。すべてのロータリー会員が一人の新会員をロータリーに導くこ
とができれば、それによってもたらされる成長は計り知れないもの
となるでしょう。 私たちはまた、女児のエンパワメントにより一層の
力を入れ、女性のための多くの機会を開くことに尽力します。
さらに、ロータリー奉仕デーの機会を生かして、世界中でロータリー
の奉仕を紹介し、地域社会の枠組みを超えた新しい活動方法を
見出していきます。

　今地区大会で学んだことをクラブや地区に紹介し、次年度の成
功へとつなげる手助けをしていただけることを願っております。「奉
仕しよう みんなの人生を豊かにするために」のテーマの下、とも
に素晴らしい奉仕を実現していきましょう。

　心を込めて
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　親愛なる国際ロータリー第2830地区の皆様こんにちは。
　2021-22年度の地区大会が成田秀治ガバナーの卓越したリー
ダーシップの下に地区内外のロータリアン、ご来賓やロータリーファ
ミリーの皆様を迎え盛会裏に開催されますことを心よりお慶び申し
上げます。
　私はシェカール・メータ国際ロータリー会長並びに令夫人ラシ様
の代理として皆様の地区大会に出席させて戴きます第2510地区
の羽部大仁でございます。
　貴地区には国際ロータリー理事をお勤めになられた黒田正宏パ
ストガバナーをはじめ、素晴らしく有能なシニアリーダーの皆様が
多数おられ、地域に国際社会へと奉仕活動を実践されてこられま
した。このような伝統ある地区の皆様にお会いできますことは、私
にとって大変光栄なことであり、心から嬉しく思いますとともに責
任の重大さを感じております。
　メータ会長のテーマ「Serve To Change Lives（奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために）」のもと、地区内会員が一堂
に会し、ロータリーを語り合い、互いに研鑽を深める大切な機会
です。メータ会長は朋友の皆様「私たちは『超我の奉仕』を活動
の土台として、ロータリアンとローターアクターに参加型ボランティ
アの体験を提供しながら……行動人としてのロータリー会員の姿
をアピールして下さい。」と語っておられます。
　成田秀治ガバナーは地区のスローガンに「Let’s Enjoy 
Rotary Life（ロータリーライフを楽しもう）」と呼び掛けておられ
ます。皆様と共に「ロータリーライフを楽しもう」と述べておられます。
私もこれに同感です。ロータリーは今、「戦略計画」「ビジョン声明」
「多様性・公平さ・開放性（DEI）」「女子のエンパワメントの向上」
の導入という大きな変革の時を迎えております。ロータリーの根幹
は何一つ変わらず、「自分のことはひとまず置いて、相手を思いや
ること」ここにロータリーの原点があると信じています。
　結びに貴地区がこの地区大会を契機にさらに発展されますこと
を心から念願いたしております。

国際ロータリー会長代理
羽　部　大　仁
（札幌幌南RC） プロフィール

氏名　羽 部 大 仁（ニックネーム　DAININ）

【経歴】
1951年 4月1日  北海道札幌市生まれ
1973年 3月  大谷大学文学部卒業　同日文学学士取得

【職業・役職】
1972年 5月  浄土真宗東本願寺派　慧林寺住職　就任５０年退職
1998年　　　浄土真宗東本願寺婦人会　事務局長　現職
2002年 4月  浄土真宗東本願寺　本山総務　前職
2005年　　　学校法人札幌大谷中学高等学校後援会顧問
2020年11月  浄土真宗東本願寺　本山執務長　現職

【ロータリー暦】
所属クラブ　第2510地区・札幌幌南ロータリークラブ
入会年月日　1980年7月1日
クラブ役員　クラブ幹事・クラブ会長・クラブ理事
2014-15年度ガバナー・地区幹事・地区委員長歴任
2017-19年度第１地域ARRFC
2019-22年度第１地域RRFC
2020-22年度地区研修リーダー
2020年～公財）ロータリー日本財団評議員

【趣味】
書道・日本画　

【家族構成】
配偶者　2011年11月10日死去（33年間既婚）死別　
子　供　長女さやか・次女ちひろ・三女彌南子
　　　　全員結婚三女と同居
特　記　長女松永さやかは2014年1月の国際協議会に同行してく
　　　　れた。娘さやかがガバナーとして与えられた任務に、積極的
　　　　に行動するべきとAKS入会を勧める。国際協議会で台湾
　　　　第3490地区オルソーガバナーヤン夫人との出会いがご縁
　　　　となり、先にオルソーガバナーがAKSに入会したことが動
　　　　機となり、決断した。2015年4月にAKSメンバー。
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各種委員会　13：30～13：55

諮問委員会（Zoom） 14：00～15：00        2F アクアの間

会長幹事会1（Zoom） 16：00～16：40　     2F 萬葉の間

13：30　　登録委員会　 2F クリスタルの間
 直前ガバナー　　源新　和彦
 西第１G・AG　　今　　淳一
 中G・AG　　蒔苗亜希子

　　　　　信任状委員会　 2F 風月の間
 パストガバナー　　沼田　　廣
 東第１G・AG　　岡山　信広
 南G・AG　　岩岡　隆雄

　　　　　決議委員会　 3F 金扇の間
 パストガバナー　　今井　高志
 東第２G・AG　小比類巻雅祥
 西第２G・AG　　工藤　昭義

13：55　閉会 

13：55～14：00　休憩

14：00　開会 議長　ガバナー　　成田　秀治
　　　　　地区業務　①前年度決算報告
　　　　　　　　　　②登録委員会の報告
　　　　　　　　　　③信任状委員会の報告
　　　　　　　　　　④大会決議案の評決
　　　　　　　　　　⑤2022年規定審議会について
　　　　　　　　　　⑥その他の報告事項
15：00　閉会

15：00～15：30　休憩

 司会　　澁谷　省吾
15：30　　登録受付開始
16：00　　開会点鐘 ガバナー　　成田　秀治
　　　　　ロータリーソング「我らの生業」
　　　　　ガバナー挨拶 ガバナー　　成田　秀治
16：10　　RI会長代理講演 RI会長代理　羽部　大仁様

16：40　　休憩 （10分）

会長幹事会2（Zoom） 16：50～17：30　     2F 萬葉の間

RI会長代理・羽部大仁様歓迎晩餐会
　　　　　　　　　      18：00～19：30　　2F 萬葉の間

16：50
協議
　案件１　前年度決算報告　直前地区財務委員長 大入　武志

　案件２　大会決議文協議・採択　決議委員長　 パストガバナー　今井　高志

　案件３　その他

　　　　閉会点鐘 ガバナー　成田　秀治
17：30　閉会　諸事お知らせ

17：30～18：00　休憩

 司会　成田　和代
18：00～　開宴　RI会長代理・羽部大仁様ご入場
　　　　　開宴の言葉 ホストクラブ会長　古川　勝治
　　　　　来賓紹介
　　　　　ガバナー挨拶 ガバナー　成田　秀治
　　　　　RI会長代理挨拶 RI会長代理　羽部　大仁様

　　　　　花束贈呈
　　　　　乾杯 パストガバナー　島村吉三久
　　　　　会食
　　　　　アトラクション　津軽三味線＆津軽民謡
19：30　　中締め パストガバナー　山崎　淳一
　　　　　諸事お知らせ

地区大会プログラム
大会前日　　10月16日（土） ホテルサンルート五所川原
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開会セレモニー（Zoom） 10：00～12：00 コンサートホール

昼食　12：00～13：15

13：15～14：00（Zoom） 地区活動報告

10：00　開会パフォーマンス 司会　　増田由美子
10：20　開会点鐘 ガバナー　　成田　秀治
　　　　国歌斉唱
　　　　ロータリーソング　「奉仕の理想」 斉唱
　　　　物故会員紹介
　　　　黙祷
　　　　開会の言葉 地区大会実行委員長　　三戸　靖史
　　　　歓迎の言葉 ホストクラブ会長　　古川　勝治
　　　　来賓祝辞 青森県知事　　三村　申吾様
　　　　来賓祝辞 五所川原市長　　佐々木孝昌様
　　　　来賓祝辞 つがる市長　　倉光　弘昭様
　　　　来賓紹介
　　　　地区外招待者・参加クラブ紹介
　　　　地区内招待者紹介
　　　　ガバナー補佐及びグループクラブ紹介
　　　　ガバナー挨拶 ガバナー　　成田　秀治
　　　　記念事業目録贈呈
　　　　各種委員会報告　登録委員会 直前ガバナー　源新　和彦
　　　　　　　　　　　 信任状委員会 パストガバナー　沼田　　廣
　　　　　　　　　　　 決議委員会 パストガバナー　今井　高志
11：20　休憩
11：30　「RI現況報告」 RI会長代理　　羽部　大仁様
　　　　諸事お知らせ

　RI会長代理主催顕彰昼食会　バス・タクシーにてホテルサンルート五所川原へ移動
　参加者昼食会　徒歩にてプラザマリュウ五所川原へ移動

　　　　①会員増強委員会　 委員長　今　　春淑
　　　　②公共イメージ向上委員会　 委員長　上野　実穂
　　　　③社会奉仕・職業奉仕委員会　 委員長　三上　貴生
　　　　④国際奉仕委員会　 委員長　白山　春男
　　　　⑤ロータリー財団委員会　 委員長　佐々木眞一
　　　　⑥青少年交換委員会　 委員長　細川　勝也
　　　　⑦インターアクト委員会　 委員長　松山　隆志
　　　　⑧ローターアクト委員会　 委員長　柴田　文彦
　　　　⑨RYLA委員会　 委員長　竹内　知弘
　　　　⑩米山記念奨学委員会　 委員長　三浦　順子

表彰（Zoom） 14：00～14：30　　　　　　　　大ホール
14：00　表彰　 表彰委員長　直前ガバナー　源新　和彦
　　　　　諸事お知らせ　　　

14：30　休憩

特別記念講演会（Zoom） 15：00～16：15

閉会セレモニー（Zoom） 16：30～17：00

15：00　「無理だと思うことも、言い続けると本当になる」    
 芸人・プロデューサー　古坂大魔王氏
 司会　柳澤　ふじこ

16：15　休憩

16：30　「ヒューストン国際大会について」
　　　　2022年ヒューストン国際大会
　　　　推進コーディネーター補佐（第一地域） 葭本　正美様
　　　　オンツーヒューストン　 地区幹事　長利　礼治
　　　　次期地区大会開催クラブ挨拶　むつロータリークラブ
　　　　RI会長代理講評 RI会長代理　羽部　大仁様
　　　　謝辞 ガバナー　成田　秀治
　　　　閉会の言葉 地区大会実行委員長　三戸　靖史
　　　　閉会点鐘 ガバナー　成田　秀治
　　　　諸事お知らせ

移動・休憩　17：00～17：30　プラザマリュウ五所川原へ移動

大懇親会 17：30～19：00
 司会　横山ひでき
17：30　RI会長代理・羽部大仁様ご入場
　　　　ガバナー挨拶 ガバナー　成田　秀治
　　　　RI会長代理ご挨拶 RI会長代理　羽部　大仁様
　　　　乾杯 直前ガバナー　源新　和彦
　　　　アトラクション　りんご娘＆ライスボール
19：00　閉宴の言葉 ガバナーエレクト　田中　常浩

地区大会プログラム
大会当日　　10月17日（日） 本会議　オルテンシア

昼食及び大懇親会　プラザマリュウ五所川原
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　国際ロータリー第2830地区・地区大会は羽部大仁ＲＩ会長代理を
お迎えし、三村申吾青森県知事、佐々木孝昌五所川原市長、倉光弘昭
つがる市長、同期ガバナー、ポリオ有志の皆様を始めとするご来賓各
位にご臨席を賜り、県内外のロータリアンおよびロータリー家族の皆様
にお集まり頂き誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
　地区大会開催にあたり、新型コロナウイルス感染症対策を十分講じ
た計画の元での開催と致しました。皆様にはご不便をおかけしますが、
ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
　五所川原市で地区大会が開催されるのは13年ぶり３回目です。五
所川原といえば「立佞武多」「斜陽館（太宰治の生家）」「津軽鉄道（冬：
ストーブ列車、秋：鈴虫列車、夏：風鈴列車、春：桜のトンネル）」など魅
力たっぷりの観光地です。
　今年度のシェカール・メータＲＩ会長のテーマは「奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために（Serve to Change Lives）」です。メータ
会長はロータリー標語の「超我の奉仕」に感銘を受け、自身にとって奉
仕とは、自分よりもほかの人のことを先に考えることです。ほかの人の
ために生き、世話をし、奉仕することで誰かの人生を豊かにすることは、
自分の人生の最高の生き方です。「奉仕は誰かの人生ではなく、自分の
人生も豊かにする」と力説されました。今年度の焦点は ①each 
one,bring one　②ロータリー奉仕デー　③もっと行動し、もっと成
長する　④女子のエンパワメント、これを全てのロータリアンが実行す
れば、それぞれが「変革者」となり、新たにロータリアンとなる人の人生
を永遠に変えることになるのです。と力強く呼びかけられておられます。
　地区のスローガンは「ロータリーライフを楽しもう（Let’s Enjoy 
Rotary Life）」としました。奉仕するにも、誰かの人生を豊かにするに
も、自分の人生を豊かにするにも、会員を増し、参加者の基盤を広げる
にしても、まずは自分自身でロータリーを楽しまなければ、すべてが始
まりません。自分でロータリー人生を楽しんでいれば、きっと相手に
ロータリーのすばらしさが伝わると信じています。
　終わりに、地区大会開会に際し、五所川原イヴニングロータリークラ
ブをはじめ西第１グループの皆様の多大なご協力に心より感謝を申し
上げ、主催者を代表してお礼の言葉と致します。本日は誠にありがとう
ございました。

　国際ロータリー第2830地区大会が、県内各クラブの会員
の皆様の御参加のもと、開催されますことを心からお祝い申
し上げます。
　成田地区ガバナー、澁谷地区幹事長をはじめ、会員の皆様
におかれましては、日頃から、世界の人々の幸福と平和を目
指し、青少年の健全育成や環境保全など、地域のニーズに応
じた様々な社会奉仕活動を展開されているところであり、そ
の献身的な取組に深く敬意を表し、感謝申し上げます。
　さて、県では、「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」
に基づき、人口減少、高齢化が進む中にあっても、若者や女
性の県内定着・還流を促し、学ぶ場所・働く場所・生きる場
所として「選ばれる青森県」を目指すとともに、県民の誰も
が安心して働き、暮らしていける、持続可能な地域づくりを
着実に進めているところです。
　こうした取組を進めていく上では、県民一人ひとりをはじめ、
企業、団体、市町村など、あらゆる主体と認識を共有し、相
互に連携・協力していくことが重要であり、郷土や地域に愛
情を持ち、地域を支えるためのボランティア精神にあふれた
皆様が精力的に活動されていることは、大変有難く、また心
強く思っております。
　今後とも、将来にわたって持続可能な青森県づくりに積極
果敢に取り組んでいきますので、皆様には、より一層のお力
添えを賜りますようよろしくお願いいたします。
　結びに、国際ロータリー第2830地区のますますの御発展
とともに、会員の皆様の御健勝と御活躍をお祈りし、お祝い
の言葉といたします。

ガバナー挨拶

2021-22年度
国際ロータリー第2830地区
ガバナー　成　田　秀　治
（五所川原イヴニングRC）

祝　辞

青森県知事
三　村　申　吾
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　このたび、国際ロータリー第 2830 地区 2021-22 年度地区
大会が、盛大に開催されますことに衷心よりお祝い申し上げます
とともに、多くの皆様方をお迎えし、当市において開催されます
ことは誠に喜ばしく、心からご歓迎申し上げます。
　さて、近年、我が国はもとより地球規模で、環境保全、そして、
昨今では、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスに代表され
る疾病対策など、多くの課題を抱えております。
　そうした中、皆様方は、グローバルな活動に主体的に取り組ま
れ、また、地域に根づいた活動を積極的に展開し、持続可能な
より良い地域社会の構築に多大なご貢献をされておりますことに、
深甚なる敬意と感謝の意を表します。
　全国的に急速に人口減少・少子高齢化が進行し、特に地方に
おいては、その流れは顕著であり、社会全体のあり方が問われ
る時代となっております。
　本市では、そうした状況を踏まえ、子どもから高齢者まで市民
の皆様全てが安心・安全な生活が確保できるよう各種施策に取り
組んでおり、特に、未来を担う子どもたちを地域全体で支えてい
くため、子育て支援対策に鋭意取り組んでいるところであります。
　各分野において、第一線で活躍される皆様方が、ロータリア
ンの崇高な社会奉仕の理念のもと、地域に密着した幅広い奉仕
活動を実践され、皆様方の地域に根ざした献身的な活動は、地
域社会の礎となるものであります。
　今後とも、地域社会のリーダーとして、会員相互の連携と親睦
を深めながら、活動の輪をさらに大きく拡げていただき、地域の
発展と社会福祉の向上のため、引き続きお力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。
　結びに、本大会の開催にご尽力されました関係各位に深く敬
意を表しますとともに、本日の大会を契機に、貴会の益々のご発
展と会員の皆様のさらなるご活躍、ご健勝を祈念申し上げまして、
お祝いの言葉といたします。

　国際ロータリー第2830地区2021-22年度地区大会が盛大に
開催されますことを心からお喜び申し上げます。また、皆様には、
平素から市政各般にわたり御支援と御協力を賜っておりますこと
に、深く感謝申し上げます。
　皆様は、会員相互の友情と親睦を深めながら、それぞれの地
域において、人々が手を取り合って行動できる社会を目指し、平
和推進、疾病予防、環境保全、母子保健、教育支援並びに地
元経済の成長の各分野において主体的に活動されております。
奉仕活動に汗を流す献身的な姿に心から敬意を表します。
　さて、我が国における少子高齢化と人口減少社会の進行はさ
らに加速しており、地域全体の活力低下や連帯感の希薄化が危
惧されております。本市では、この課題を解決していくために、
市の特性を生かし、多様な主体が適切な役割分担と相互の連携・
協力の下に、未来に希望を感じ、思いやりとやさしさにあふれ、
郷土に誇りと愛着を感じるまちを目指し、きめ細やかな施策に取
り組んで参ります。
　去る７月27日、本市の亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚を
含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録さ
れました。これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心から
感謝申し上げます。今後は史跡整備に向けた取組みを継続的に
推進し、国内外からの観光客の受け入れ態勢の充実に努めて参
ります。
　本市が新しい挑戦を成功させ、また様々な課題を乗り越え、
希望に満ちた未来を築いていくためには、地域のリーダーとして、
多方面で活躍する皆様の御理解と御協力が不可欠であります。
今後とも市政の推進に、より一層のお力添えを賜りますようお願
い申し上げます。
　結びに、本日の大会を契機として会員相互の絆をさらに深めら
れ、貴会が益々発展されますことを期待いたしますとともに、皆
様のさらなる御健勝と御多幸を祈念申し上げまして、お祝いの言
葉といたします。

祝　辞

五所川原市長
佐々木　孝　昌

祝　辞

つがる市長
倉  光  弘  昭
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　国際ロータリー理事会は2021年１月の会合で、コロナウイル
スの拡大を抑えるというロータリーの明らかな責務を反映した決
定を行いました。引き続き世界の多くの地域でコロナ禍が猛威
を振るう中、会員・職員とその家族、地域社会の健康を守るこ
とがロータリーの最優先事項となりました。
　今日はこのような大変な情勢のなか、羽部大仁 RI 会長代理
はじめ、たくさんのご来賓の皆様のご臨席を賜り、また地区内
外からもたくさんのロータリアンにご参集いただきましたこと、
心より感謝申し上げます。
　感染症拡大につき、一人ひとりの判断が尊重される傾向が強
まることにより、社会全体の価値観が大きく変化し、重要な転
機になったものと思われます。
　今回の地区大会開催にあたり、成田ガバナーからの「できな
い理由を探すのではなく、できる方法を探そう」という指示の
もとに準備を進めてきました。ロータリアンとしてだけでなく、
普段の実生活の場面においても実践すべき発想ですし、奉仕活
動を行うにあたっても大事な心構えではないでしょうか。
　さらには、社会全体には、黙って過ぎ去るのを待つといった
思考が一般化し、あたかも消極であることが判断として常に正
しいかのような傾向が生じています。これは奉仕の理想とは相
容れない考え方のように感じております。こうした数々の自問自
答を行いつつ、今回の地区大会がともに支えあい考える場にな
れば幸いです。
　2021-2022年度地区スローガン「ロータリーライフを楽しも
う」のとおり、皆様の気持ちが少しでも晴れやかになるような
プログラムにしました。ともに楽しんでいただけますように精一
杯尽くさせていただきます。今は、手と手をつなぐことはできな
いですが、心と心をつなぐ地区大会のはじまりであると確信し、
開会の挨拶と致します。

2021-22年度
国際ロータリー第2830地区
地区大会実行委員長　三　戸　靖　史

開会のことば ガバナーエレクト／ガバナーノミニー紹介

2021-22年度
ガバナーエレクト
田  中  常  浩 〈たなか つねひろ〉
（むつＲＣ）
1954年6月10日生まれ

ロータリー歴
　1992年　むつＲＣ入会
　ガバナー補佐／地区１Ａ委員長／ＭＰＨＦ／米山功労者

自己分析
　せっかち／お人好し／涙もろい

好きな映画・本・音楽
　演歌（吉幾三）

子どもの頃の夢
　消防士（小さい頃、大きな火災が多かったから）

職業
＜葬祭業＞ ㈲田中造花店　代表取締役

2021-22年度
ガバナーノミニー
築  舘  智  大 〈つきだて ともひろ〉
（八戸ＲＣ）
1955年３月３日生まれ

ロータリー歴
　2001年　八戸ＲＣ入会
　ガバナー補佐／ロータリー財団メジャードナー／米山功労者

自己分析
　既成概念に捉われない発想

好きな映画・本・音楽
　映画：スターウォーズ、ジブリ映画
　音楽：何でも好きですが特に学生時代のフォークソングが好き

子どもの頃の夢
　ダム・橋等を設計する土木建築家（大きな物を設計する事）

職業
＜外食産業＞ ㈲トムセカンド　代表取締役
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講師　古坂 大魔王 氏

職業　芸人・プロデューサー

無理だと思うことも、
　言い続けると本当になる

テーマ

プロフィール
1992年お笑い芸人「底ぬけAIR-LINE」で
デビュー。
ピコ太郎プロデューサー。
文部科学省・CCC大使、総務省・異能vation推進大使、
UNEPサスティナビリティアトラクション・アドバイザー。
現在は、バラエティ・情報番組への出演をはじめ、
世界のトップランナーと音楽、エンターテインメント等について
トークセッションを行うなど、幅広い分野で活躍中。

■五所川原市
　ロータリーマーク入り
　会議用テーブル・イスセット　１式

■つがる市
　縄文遺跡案内表示看板　10基

2020年１月１日以降、お亡くなりになられました地区内ロータ
リアンの方々です。
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。

大 矢 昭 哉
三戸RC 会員
2021年１月14日ご逝去

工 藤 輝 雄
むつ中央RC 会員
2021年１月22日ご逝去

岡 沼 明 見
八戸東RC 会員
2021年３月７日ご逝去

新 藤 興 治
青森RC 会員
2021年４月８日ご逝去

吉 田 隆 一
三沢RC 会員
2021年４月26日ご逝去

高 橋 竹 美
青森北東RC 会員
2021年５月23日ご逝去

記念講演会

記念事業紹介

〈こさか だいまおう〉

物故者ご芳名 （敬称略）
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〔奉仕活動優秀クラブ〕ガバナー補佐推薦
̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 地 区 表 彰 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶̶ R 1 表 彰 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶

推薦クラブ 推薦理由

青森RC

八戸RC

青森RCは世界ポリオデーの10月24日、サンロード青森
でマスク配布を通してポリオ活動をPRした。実施に際して
は、中グループの各クラブ及びローターアクトにも参加を
呼びかけ、その活動はクラブ単位からグループ単位へと
拡がり、大きな成果となった。

コロナ禍で従来どおりの奉仕活動ができない中、ハイブ
リッド例会を中心としながら数々のアイデアを出し、例会を
一度も中止することなく会員相互のコミュニケーションを
図れるようにクラブ奉仕に全力で取り組んだ。
Zoom例会のみならず、GOLFクラブの創設、例会中止
時の会員の近況報告メール・FAX等“クLoveレター”の
創設、一年を振り返った感想文の投稿等、一年間を通じ
て会員相互のコミュニケーションの在り方を考えながらク
ラブ運営をした。

〔奉仕活動優秀ロータリアン〕ガバナー補佐推薦
推薦者 推薦理由

自クラブのアーカイブスを再考し、先輩方が残した軌跡を
たどり、ロータリアン精神である宝物を発掘。青森RC創
立10周年記念事業（1963年）として戦没者の鎮魂と平
和を願い、文化芸術のために設置された平和母子像のメ
ンテナンスと清掃活動を提案し、5月8日に実施した。

コロナ禍の中、クラブで設けた県外移動後2週間の例会
参加禁止の内規により、例会に参加出来ない会員が多
くいた。そのような状況下、WEBでのハイブリッド例会の
システムを定着させ、Zoom参加でもプレゼンテーション
や卓話を実施する等、質の高い例会スタイルを構築。そ
のシステムをマニュアル化することで、コロナ終息後も地
区内外からのメーキャップ・卓話依頼も可能になった。

奈良　全洋
（八戸）

R C R C

野 辺 地 弘　　前
弘 前 西 青　　森
八 戸 南 八戸中央

〔ロータリー賞〕
〔奉仕活動優秀ロータリアン〕クラブ推薦

RC 推薦者 推薦理由

野辺地

三　沢

百田　　忠

黒田　政道

おいらせ 吉田　敏宏

弘　前 笹森　　剛

弘前東 工藤　孝子

弘前西 佐藤　玲恵子

松下　千賀子

奈良　真喜子

社会人サッカーチームでの経験を生か
し、野辺地保育園にて毎週一回年長ク
ラスにサッカーの指導をボランティアで
20年間継続。子供達の体力向上や仲
間との助け合いの心を育むということに
寄与している。

使用済みの国際ロータリーテーマ旗を提
供し、障がい者施設の就労の場としてエ
コバッグの製作事業を実施し、おいらせ
RCで買い取りをした。また本事業は、持
続可能なSDGsの取り組みの一つと
なった。

弘前RC在籍50年を迎え、常に情熱と
信念をもって会員増強に取り組んでい
る。誰よりも弘前RCを心から愛し、長年
にわたりクラブ発展のために貢献した。

女性会員３名を中心に、ロータリーの仲
間を広げるため、他の地域活動の仲間な
どに声をかけ、ロータリーとは何か等の勉
強会を開催。多くのコミュニティにロータ
リークラブのことを伝え理解を深めていた
だいた。そのことが衛星クラブの設立に
寄与し、大いに貢献した。

自身が会長の2013-14年度に函館五
稜郭RCとの友好クラブ締結を実現され、
その後も交流の要となっている。また、長
年にわたり米山カウンセラーを歴任。さら
に本年度・次年度は地区米山奨学委員
を歴任。昨年度からはプログラム・出席
委員長として、多彩かつ著名な外部卓話
講師を紹介した。特に、本年度は、昨夏
の入院や今春の骨折などのアクシデント
も前向きに克服され、70代とは思えない
若 し々さで、思いやりあふれるロータリー
活動を続けている。

会長として退会者を出さず、会員維持に
貢献した。

各種表彰（2020-21年度） 順不同敬称略

木村　義正
（青森）
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〔奉仕活動優秀ロータリアン〕クラブ推薦
RC 推薦者 推薦理由

青　森 櫛引　大樹

青森北東 奥田　正徳

八　戸 広瀬　知明

南　部 若野　利美

コロナ禍の中、委員長として次のような奉
仕活動を率先して行った。
1.ポリオ根絶PR活動（チラシ、ティッシュ
　等配布、募金活動）
2.古着を送ろうプロジェクト（洗濯済の古
　着を会員より集め、海外の被災地、紛
　糾地の難民等の方々等困窮している
　方へ送った）
3.平和母子像・平和記念像の清掃活動
　（S38年に青森RCが建立した平和母
　子像、またS23年に建立された平和記
　念像を歴史を学びながら清掃）

国際ロータリー創設100周年を記念して
青森市の平和公園内に造成された、い
わゆる「ロータリー記念花壇」は、2017年
秋の全面リニューアル工事を経てロック
ガーデンに生まれ変わり、以来、当クラブ
の平和公園記念花壇委員会が中心と
なって植栽の維持管理に努めている。
今期、委員長の奥田会員は、花壇の植
栽に独自のアイデアを導入し、より色彩
豊かな花壇に生まれ変わらせたほか、花
壇周辺の環境美化にも率先して取り組
まれ、見応えのあるロックガーデンの景観
形成とその保存に尽力した。

コロナ禍で親睦が思う様に図れない状
況下、会員相互の心を繋ぐ事を目的に近
況報告・雑感等をロータリークラブレター
として発行し、活字による交歓の場を作
り、会えない中にもかかわらず互いの理
解が深まり安心に繋がった。年度2回の
発行にあたっては原稿依頼、編集、校
正、発行までこなしホームページにも展開
し、活字の発信力を再認識させた。会報
の充実やホームページの刷新にも精力
的に取り組んだ。自身の職業での経験・
スキルを生かし諸活動を通して広める姿
は職業奉仕の範でもある。

1978年7月に入会し43年間に渡り南
部ロータリークラブの先導役として、ご活
躍しロータリークラブの発展に大いに貢
献した。

〔ロータリー財団寄付優秀クラブ〕
直近５年間の寄付平均額の増加したクラブ（但し、地区目標を上まわっている）

順位 クラブ名

１位 八戸北

２位 十和田東

３位 八戸中央

順位 クラブ名

４位 弘前アップル

５位 南　部

〔奉仕活動優秀ロータリアン〕クラブ推薦
RC 推薦者 推薦理由

八戸南 小原　隆平

八戸南 吉田　賢治

1994年入会以来、職業である公認会
計士の資格を活かし、黒田ガバナー年
度、長嶺ガバナー年度両年度の地区財
務委員長として活躍し、ロータリー研究
会、日韓親善会議においてもその職業を
活かしクラブの支えとなって活動した。ま
た、当クラブのよろず相談においてはその
温厚な人柄で市民の良き相談相手とし
て毎年活躍している。
第39代クラブ会長のほか地区委員も4
回勤めクラブ員の模範となる活動を続け
ている。

八戸南RC第45代会長としてコロナ禍で
の難しい状況の中オンライン例会に取り
組むなど率先して活動しクラブ員の模範
となった。

週報委員会を活発に開催されている事と、週報を見て
ロータリーの事が周知出来る内容であるか。

〔会員増強優秀クラブ〕  純増５名以上または増加率10%以上対象　
順位 クラブ名 増加率

１位 むつ 18.2％
順位 クラブ名 増加率

２位 大鰐 11.1％

〔出席成績優秀クラブ〕 クラブ規定の回数による

クラブ名 出席率

青　森 100％

八戸東 100％

三　戸 98.07％

プラチナ賞
（例会月4回、95％以上）

クラブ名 推薦条件

青　森

青森北東

三　戸

〔週報優秀クラブ〕

クラブ名 出席率

弘 前 西 100％

ゴールド賞
（例会月3回以下、95％以上）

クラブ名 出席率

十和田八甲 92.07％

ブロンズ賞
（例会月3回以下、90～95％未満）

各種表彰
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〔ロータリー財団寄付優秀ロータリアン  新ポールハリスフェロー〕
氏名 クラブ名

大崎　昭子

岡山　信広

鳥山　日出昭

石橋　博仁

田嶋　孝安

古内　秀典

肴倉　　治

堰野端　展雄

鈴木　陽大

田中　幹志

円子　徳通

福田　妙子

古田　修一

高野　君枝

東　　　大

中村　喜美夫

新山　優也

田中　宏一

木村　康仁

東　　北

六 ケ 所

六 ケ 所

三　　沢

三　　沢

十和田東

十和田東

十和田東

十和田東

十和田東

おいらせ

三 沢 東

三 沢 東

三 沢 東

十和田八甲

十和田八甲

十和田八甲

十和田八甲

五所川原

氏名 クラブ名

三戸　靖史

白滝　伸夫

中村　公成

佐藤　　淳

藤田　智彦

小山内　和寿

林　　　均

礒　裕一郎

本間　義悦

酒井　信幸

赤澤　栄治

橋本 八右衛門

赤坂　貴博

村田　賴信

髙橋　勢治

釜澤　英文

源新　　明

大崎　光明

小芝　道子

五所川原イヴニング

弘　　前

黒　　石

大　　鰐

弘 前 西

弘 前 西

青　　森

青　　森

青森北東

青森中央

八　　戸

八　　戸

八 戸 東

八 戸 東

八 戸 東

三　　戸

八 戸 北

八 戸 北

八 戸 西

〔米山記念奨学会寄付成績優秀クラブ〕 
直近５年間の寄付平均額の増加したクラブ（但し、地区目標を上まわっている）

順位 クラブ名

１位 八戸北

２位 三　戸

３位 弘前アップル

順位 クラブ名

４位 弘　　前

５位 八 戸 東

〔国際平和資金寄付成績優秀クラブ〕
順位 クラブ名 1人当たりの寄付金額

１位

２位

３位

野辺地

弘前東

おいらせ

6,486円

5 , 3 5 5円

5 , 0 0 0円

順位 クラブ名 1人当たりの寄付金額

４位

５位

三　戸

東　北

4,333円

3 , 1 8 8円

〔ロータリー財団寄付優秀ロータリアン　ベネファクター〕
氏名 クラブ名

相徳　公正 青　　森

氏名 クラブ名

小林　俊一 青　　森

〔米山記念奨学会寄付成績優秀ロータリアン  新米山功労者〕
氏名 クラブ名

村中　一文

松山　隆志

林　　　亨

太田　康成

小笠原　崇成

清藤　繁光

須崎　　暁

む　　つ

野 辺 地

野 辺 地

五所川原

五所川原

五所川原

五所川原

氏名 クラブ名

工藤　孝子

礒　裕一郎

岡崎　孝文

小井田　和哉

田中　節穂

源新　育子

小金平　育男

弘 前 東

青　　森

八　　戸

八　　戸

八 戸 東

八 戸 北

八 戸 北

佐々木 千佳子

木村　重介

成田　秀治

十 和 田

五所川原

五所川原イヴニング

鈴木　唯司

築舘　智大

青森モーニング

八　　戸

各種表彰

〔ロータリー財団寄付優秀ロータリアン  新メジャードナー〕
氏名 クラブ名 氏名 クラブ名
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〔長寿ロータリアン  満80歳（2021年6月末）〕
氏名 クラブ名 生年月日

佐竹　宣俊 七　　戸 昭和15年9月23日生

織川　貴司 十 和 田 昭和15年7月20日生

川口　とく おいらせ 昭和15年10月9日生

桜庭　　修 つ が る 昭和15年9月1日生

荒川　恭規 青森北東 昭和15年8月24日生

村井　　達 八　　戸 昭和16年5月29日生

大庭　紀元 三　　戸 昭和15年10月2日生

小澤　本江 八戸中央 昭和15年9月6日生

〔長寿ロータリアン  満90歳(2021年6月末)〕
氏名 クラブ名 生年月日

若野　利美 南　　部 昭和6年6月11日生

〔ガバナー特別表彰〕 （在籍50年以上ロータリアン）
氏名 クラブ名

笹森　　剛

前原　義一

常世　克巳

川口　彰五郎

佐々木　清

弘　　前

八　　戸

八 戸 東

おいらせ

三　　沢

（敬称略）各種表彰

仙台南RC 第2520地区　ガバナー 鈴　木　俊　一
　　〃 同令夫人 鈴　木　京　子
都城西RC 第2730地区　ガバナー 井　福　博　文
千葉RC 第2790地区　ガバナー 梶　原　　　等
下館RC 第2820地区　ガバナー 新　井　和　雄
　　〃 同令夫人 新　井　ミヤ子
釧路ベイRC 第1ゾーンプロモーションコーディネーター補佐 

 第2500地区　パストガバナー 葭　本　正　美
　　〃 同令夫人 葭　本　公　恵
本庄RC 第2570地区　パストガバナー 高　柳　育　行
東京東江戸川RC 第2580地区　ガバナーエレクト 嶋　村　文　男
岡山南RC 第2690地区　元会長 大　和　豊　子
横浜港北RC 第2590地区　会長エレクト 亀ヶ谷　純　子
春日部西RC 第2770地区 永　田　雄　治
沼田RC 第2840地区　地区ポリオ委員長 水　石　清　治
前橋東RC 第2840地区　地区奉仕副委員長 佐　藤　信　一

五所川原イヴニングRC　パストガバナー 島　村　吉三久
おいらせRC パストガバナー令夫人 川　口　と　く
弘前RC パストガバナー 笹　森　　　剛
五所川原RC 元RI研修リーダー・パストガバナー 山　崎　淳　一
弘前RC 地区研修リーダー・パストガバナー 小山内　康　晴
八戸北RC パストガバナー 北　山　輝　夫
弘前西RC パストガバナー 工　藤　武　重
　　〃 同令夫人 工　藤　孝　子
青森モーニングRC パストガバナー 鈴　木　唯　司
十和田RC パストガバナー 佐々木　千佳子

来賓・招待者・参加ゲスト （敬称略）

■来賓
青森県知事    　三　村　申　吾
五所川原市長  　　　　　　　　　　佐々木　孝　昌
つがる市長  　　　　　　　　　　倉　光　弘　昭
RI会長代理　　         札幌幌南RC
　　　　　　　         第2510地区　パストガバナー　羽　部　大　仁

■地区外招待者

■地区内招待者
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̶̶̶̶̶̶̶ 地区内参加クラブ ̶̶̶̶̶̶̶
来賓・招待者・参加ゲスト （敬称略）

■地区内招待者

■米山記念奨学生
ティー，ジェシー （青森RC）

叶　　永　康 （青森RC）

チャンタラカーンターノン,サスィワラー （弘前西RC）

スワンネット，ウィールット （青森モーニングRC）

キッティチョンウォラクン，パウィカー （青森北東RC）

丁　　江　麗 （弘前RC）

鄧　　　　娟 （弘前東RC）

余　　婉　滢 （弘前アップルRC）

マテュス，コシ （五所川原RC）

グェン，ティ キュー ヴィ （黒石RC）

ラバイペット，パティパット （三沢東RC）

張　　志　斌 （野辺地RC）

弘前RC パストガバナー 今　井　高　志

青森RC パストガバナー 沼　田　　　廣

八戸北RC 直前ガバナー 源　新　和　彦

　　〃 同令夫人 源　新　育　子

むつRC ガバナーエレクト 田　中　常　浩

八戸RC ガバナーノミニー 築　館　智　大

登録者名簿

●むつロータリークラブ

　峯　　　雅　夫（会長）　田　中　常　浩　　　　小田桐　隆　夫
　藤　野　芳　孝　　　　光　野　恵美子（幹事）　白　濵　憲　一
　柳　谷　　　敬　　　　畑　中　一　之　　　　波　岡　悦　郎
　宮　川　佐紀男　　　　佐　藤　裕　介　　　　三　国　紀　子
●野辺地ロータリークラブ

　野　坂　幸　子（会長）　松　山　隆　志
●七戸ロータリークラブ

　横　手　幸　年（幹事）　大　黒　　　博
●東北ロータリークラブ

　蛯　沢　公　洋（会長）　岡　山　武　彦（幹事）　尾　形　義　昭
　大　崎　昭　子　　　　佐　藤　直　樹
●むつ中央ロータリークラブ

　山　元　忠　男（会長）　柴　田　文　彦　　　　佐々木　眞　一
　高　橋　正　一　　　　杉　本　秀　道（幹事）　佐々木　隆　幸
●六ケ所ロータリークラブ

　岡　山　信　広

■東第１グループ

■東第2グループ
●三沢ロータリークラブ

　小比類巻　雅祥　　　　佐々木　文　仁（会長）　浄法寺　雪　雄
●十和田ロータリークラブ

　佐々木　千佳子　　　　山端　政博（会長）　　　樋口　隼也（幹事）
●十和田東ロータリークラブ

　芋　田　一　志（会長）　白　山　春　男　　　　金　沢　守　昭
　高　村　和　雄　　　　溝　口　奈美子（幹事）
●おいらせロータリークラブ

　吉　田　敏　宏（会長）　杉　山　茂　夫（幹事）　川　口　と　く
　田　中　常三郎　　　　澤　上　　　勝
●三沢東ロータリークラブ

　阿　部　康　人（会長）　金　村　金　光（幹事）
●十和田八甲ロータリークラブ

　四　橋　弘　泰（会長）　小笠原　拓　司（幹事）　今　　　春　淑
　稲　本　修　明　　　　菅　　　文　昭　　　　田　中　俊　次
　下久保　淳　一　　　　佐　藤　祐　二　　　　新　山　忠　男
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●青森ロータリークラブ

　荒　谷　省　吾　　　　石　川　佳共子　　　　木　村　義　正
　工　藤　真　人　　　　小　林　真　幸　　　　佐　藤　健　一
　竹　内　通　昭（会長）　沼　田　　　廣　　　　松　山　栄　一
　森　内　忠　良
●青森北東ロータリークラブ

　蒔　苗　亜希子　　　　髙橋　　修（会長）　　　本間　義悦（幹事）
●青森モーニングロータリークラブ

　鈴　木　唯　司　　　　須　藤　一　幸　　　　橘　　　正　弘
　新　岡　壮太郎　　　　最　上　伸　子（会長）　米　谷　恵　司
　新　屋　督　志（幹事）

■中グループ

■西第２グループ
●弘前ロータリークラブ

　笹　森　　　剛　　　　小山内　康　晴　　　　今　井　高　志
　山　崎　　　均（会長）　三　上　貴　生　　　　三　浦　真　介
　小　林　大　眞　　　　中　田　　　吾　　　　細　川　勝　也
　工　藤　孝　夫（幹事）
●弘前東ロータリークラブ

　大　高　弘　幸（会長）　朝　倉　和　広（幹事）
●板柳ロータリークラブ

　工　藤　昭　義　　　　渡部　　司（会長）　　　三上　忠男（幹事）
●黒石ロータリークラブ

　増　川　博　基（会長）　福　士　長年輪（幹事）
●大鰐ロータリークラブ

　宮　腰　浩　一（会長）　山　本　　　智（幹事）
●弘前西ロータリークラブ

　工　藤　武　重　　　　工　藤　孝　子　　　　長谷川正之（会長）
　倉　橋　孝　行（幹事）　佐　藤　玲恵子　　　　竹　内　知　弘
　中　畑　　　肇　　　　成　田　俊　介　　　　蒔　苗　俊　二
　土産田　三　徳
●平賀・尾上ロータリークラブ

　今　　　俊　一　　　　齋　藤　憲　法（会長）
●弘前アップルロータリークラブ

　関　場　慶　博　　　　三　浦　順　子　　　　竹浪　大輔（会長）
　木　村　由　美（幹事）　成　田　　　学

登録者名簿

●五所川原ロータリークラブ

　清　藤　繁　光（会長）　山　崎　淳　一　　　　高　瀬　英　人
　平　山　敦　士　　　　花　田　勝　彦
●金木ロータリークラブ

　工　藤　文　久（会長）　前　田　光　一（幹事）　野　呂　賢　一
　荒　関　利　康　　　　伊　藤　真奈美　　　　秋　谷　孝　子
　原　田　大　陸
●鰺ヶ沢ロータリークラブ

　成　田　守　男（幹事）　本　間　宏　幸　　　　石　岡　幸　弘
●鶴田ロータリークラブ

　坂　本　幸　光（会長）
●五所川原中央ロータリークラブ

　宮　崎　敬　也（会長）　一　井　定　信（幹事）　飛　鳥　秀　樹
　藤　田　勝　弘　　　　岩　谷　教　裕　　　　神　　　孝　幸

●八戸ロータリークラブ

　小井田　和　哉（会長）　深　澤　　　隆（幹事）　村　井　　　達
　築　舘　智　大　　　　橋本　八右衛門　　　　正部家　光　彦
　小　林　幹　夫
●八戸東ロータリークラブ

　岩　岡　隆　雄　　　　柿崎　隆雄（会長）　　　川島　龍也（幹事）
●五戸ロータリークラブ

　丸　山　　　忠（会長）　江　渡　惠　一（幹事）
●南部ロータリークラブ

　島　口　英　知（会長）
●八戸北ロータリークラブ

　小　澤　一　雅（会長）　源　新　育　子　　　　源　新　和　彦
　平　野　榮　子　　　　川　﨑　益　美　　　　北　山　輝　夫
　小　向　龍　悦　　　　小　野　晶　子　　　　佐々木　悦　郎
●八戸南ロータリークラブ

　西　尾　和　樹（会長）　慶　徳　拓　也（幹事）
●八戸中央ロータリークラブ

　小　林　　　肇（会長）　上　野　実　穂
●八戸西ロータリークラブ

　島　浦　　　理

■南グループ

■西第１グループ
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ガバナー 成田　秀治

大会顧問・SAA 島村吉三久

大会実行委員長 三戸　靖史

大会幹事 佐々木一仁

司会進行 赤城麻依子

会計 山本　晃嗣

副会計 成田　朋広

総務委員会 澁谷　省吾 三戸　靖史 　成田　和代

 花田　勝彦 寺田　政史

登録・受付委員会 伊南　勝則 一戸ゆかり 　小山内　修

 小野　豊次 成田　信男

会場委員会 赤城麻依子 平山　敦士 　武井　　匡

 木村兼四郎 松橋　幸治

 渋谷　善則 工藤　　大 　工藤　純也

 秋村　　公 今　　隆司

懇親会・食事委員会 古川　勝治 安田美香子 　坂本　義美

プログラム委員会 澁谷　省吾 三戸　靖史

記録・広報委員会 佐々木一仁 木皮　美賀 　山中たける

 成田　朋広 小田桐　浩

Zoom委員会 佐々木一仁 下山　　知 　長谷川裕紀

 高瀬　英人 

交通・宿泊委員会 長利　礼治 古川　勝治

接待委員会 安田美香子 坂田　貞子 　半田トモ子

救護委員会 木皮　美賀 成田　和代 　一戸ゆかり

地区事務所事務局 浅利　育子 福井　純子

登録者名簿

　片　山　弘　一　　　　菊　池　　　宏　　　　木　村　英　二
　木　村　重　孔　　　　木　村　吉　幸　　　　今　　　明　文
　工　藤　武二三　　　　松　谷　憲　暁　　　　宮　越　順　子
　成　田　和　保　　　　成　田　英　世　　　　小　野　順　蔵
　尾　崎　淳　一　　　　尾　崎　行　雄　　　　小山内　　　修
　髙　木　邦　男　　　　高　杉　桂　吉　　　　武　井　　　匡
　寺　田　政　史　　　　飛　嶋　克　好　　　　對　馬　　　勉
　對　馬　幸　征　　　　高　橋　美　奈　　　　山　崎　正　博
●つがるロータリークラブ

　今　　　淳　一　　　　奈良　昭仁（会長）　　　嶋野　琢也（幹事）
　今　　　修　一　　　　米　谷　之　宏　　　　工　藤　　　均
　高　井　孝　冶　　　　渡　辺　典　睦　　　　葛　西　孝　信
　福　島　弘　芳　　　　坂　本　憲　彦　　　　清　野　　　悟
　成　田　弘　志　　　　宮　本　純　一
●五所川原イヴニングロータリークラブ

　赤　城　麻依子　　　　秋　村　　　公　　　　秋　村　まゆみ
　半　田　トモ子　　　　半　田　秀　美　　　　長谷川　裕　紀
　長谷川　美　樹　　　　一　戸　ゆかり　　　　伊　南　勝　則
　伊　南　きみ子　　　　木　皮　美　賀　　　　木　村　兼四郎
　木　村　真智子　　　　古川　勝治（会長）　　　古　川　寛　美
　今　　　隆　司　　　　今　　　佳寿子　　　　工　藤　淳　也
　工　藤　一　代　　　　工　藤　　　大　　　　工　藤　和　子
　成　田　和　代　　　　成　田　　　健　　　　成　田　秀　治
　成　田　了　子　　　　成　田　朋　広　　　　成　田　信　男
　成　田　公　子　　　　松　橋　幸　治　　　　松　橋　て　つ
　長　利　礼　治　　　　長　利　直　美　　　　小　野　豊　次
　小　野　るみ子　　　　小田桐　　　浩　　　　小田桐　まり子
　坂　本　義　美　　　　坂　本　郁　子　　　　坂　田　貞　子
　三　戸　靖　史　　　　三　戸　雅　子　　　　佐々木一仁（幹事）
　佐々木　真　弓　　　　澁　谷　省　吾　　　　渋　谷　典　子
　渋　谷　善　則　　　　渋　谷　菜穂子　　　　島　村　吉三久
　島　村　公　子　　　　下　山　　　知　　　　下　山　千　尋
　安　田　美香子　　　　安　田　　　博　　　　山　本　晃　嗣
　山　本　晴　美　　　　山　中　たける　　　　山　中　栄　子

実行委員会名簿
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