◎委員長（敬称略・順丌同）
ガバナー

村井 達 (八戸）

ガバナーエレクト

中村 義弘 （むつ）

研修リーダー

◎鐘ヶ江 義光 (八戸東）

副リーダー：山崎 淳一 (五所川原）

◎笹森 剛 （弘前）

川口 彰五郎 （おいらせ）

小林 孝雄 （青森東）

山崎 淳一 （五所川原）

石川 元章 (弘前）

生駒 日出夫 （青森北東）

櫻田 高 (弘前）

杉浦 仁郎 (青森東）

黒田 正宏 （八戸南）

関場 慶博 （弘前）

大柳 繁造 （青森）

島村 吉三久 (五所川原中央）

川口 彰五郎 （おいらせ）

笹森 剛 (弘前）

鐘ヶ江 義光 （八戸東）

小林 孝雄 （青森東）

ガバナー指名委員会

地区諮問委員会

鐘ヶ江 義光 （八戸東）

山崎 淳一 (五所川原）
財務委員会

◎村上 隆三 （八戸）

石下 雄三 （むつ）

坂田 啓一 (五所川原）

地区表彰委員会

村井 達 （八戸）

中村 義弘 （むつ）

ガバナー補佐6名

オンツー国際大会

◎笹森 剛 （弘前）

山崎 淳一 (五所川原）

ガバナー補佐6名

地区研修委員会

◎鐘ヶ江 義光 (八戸東）

山崎 淳一 (五所川原）

ガバナー補佐6名

危機管理委員会

◎山崎 淳一 （五所川原）

ガバナー補佐
ロータリーの友委員会地区委員
クラブ奉仕部門
担当相談役：
職業奉仕部門
担当相談役：

笹森 剛

社会奉仕部門
担当相談役：

東第1分区

佐々木 眞一 (むつ中央）

東第2分区

杉山 茂夫 （おいらせ）

西第１分区

坂本 幸光 (鶴田）

西第2分区

小山内 康晴 (弘前）

中分区

荒谷 省吾 （青森）

南分区

長嶺 康廣 (八戸南）

前田 清敏（弘前西）
クラブ出席・会員増強委員会

小林 孝雄

川口 彰五郎

顧問・ 関場 慶博 （弘前）

ロータリー広報委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会

◎ 谷地 秀壽(八戸東）

・平山 敦士（五所川原） ・田邊 豊彦（青森）

・ 久保 誠 （むつ）
◎ 田辺 孝美（弘前西）

・大友 寿郎（青森）

◎ 相場 博 （三沢）

・渋谷 省吾（五所川原中央）

・ 野呂 司（つがる）

・中門 清司（八戸）

・珍田 眞（青森北東）

◎ 伊東 睦 （三沢東）
・ 今野 博（三沢東）

・長利 勝博（つがる北西）

◎ ＊白山 春男（十和田東） ・妻神 和憲(八戸）
国際奉仕部門
担当相談役：

島村 吉三久

国際奉仕委員会

青少年交換委員会
新世代部門
担当相談役：
顧

問：

・近藤 麿史 （野辺地）

◎ 千葉 忍 （八戸東）
・ 小山内 幹浩（大鰐）

・坂本 良盛（六ヶ所）

・丹代 稔（黒石）

・竹内 通昭（青森東）

・宗 定史（三戸）
・三上 貴生（弘前）

・ 田中 常浩むつ）

・宮本 純一（つがる）

関場 慶博

・ 木村 義正（青森）

・對馬 孝将（五戸）

ロータリー財団部門

新世代委員会

R財団奨学生・学友委員会
関場 慶博

R米山記念奨学部門

ガバナー事務所

・富岡 義勝 （八戸）

水対策コーディネーター

山崎 淳一

ロータリー財団委員会

担当相談役：

・成田 守男 （鰺ヶ沢）

識字率向上コーディネーター

◎ 鈴木 順三 （弘前）

（2008-2011年 RI青少年交換委員会副委員長）

担当相談役：

保健及び飢餓コーディネーター

鐘ヶ江 義光

R米山記念奨学委員会

ローターアクト担当

・種市 良意 （八戸）

インターアクト担当

・成田 秀治 （つがる）

RYLA担当

・細川 勝也 （弘前）

◎ 北向 幸吉 (八戸東）

・木村 重介(五所川原） ・吉川 健一（青森）

・ 平尾 雄一（野辺地）
◎ 加藤 正明 （八戸南）

・小林 克徳（五所川原） ・種市 良博(八戸中央）

ポリオプラスコーディネーター

＊白山 春男 （十和田東）

世界平和フェローシップコーディネーター

・岸原 隆 （八戸）

◎ 松本 康子 (青森中央） ・工藤 真人（青森） ・髙橋 弘次（青森東）
・ 広瀬 寿秀(弘前）

・平山 秀司（八戸東）

幹事長

笹垣 正弘

副幹事長

高橋 將

財務委員長

村上 隆三

会計長・会計

南部 恭秀

小林 幹夫

石橋 司

工藤 義隆

種市 良意

峯 正一

石橋 敏文

築舘 智大

幹事
顧問

黒田 正宏(RI理事） 鐘ヶ江 義光

事務局

山田 敬子

