
Ｒ．Ⅰ．会長 マーク・ダニエル・マローニー （ディケイターRC）

Ｒ．Ⅰ．理事 三　木　　　明 2018-20年度 （姫路RC） ◎委員長 ○副委員長

黒田　正宏 （八戸南） 　 （敬称略順不同）

RLI地区代表委員（2018-21）

元RI理事 山崎　淳一 （五所川原）

（公財）ロータリー日本財団副理事長 ◎ 米谷　恵司 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 源新　和彦 （八戸北）

2019年RI研修リーダー（第1ｿﾞｰﾝ） 阿保　康雄 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ）

規定審議会地区代表議員 最上　伸子 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ）

三上　貴生 （弘前）

欠畑　茂治 （十和田東） 常務理事（2018年～2020年） 山崎　淳一 （五所川原）

櫛引　大樹 （青森） 評議員 (2011年～2019年9月） 松本　康子 （青森中央）

　 石川佳共子（青森）

東第1グループ 松山 隆志 （野辺地） 黒田　正宏 （八戸南） 工藤　武重 （弘前西） ◎ 鈴木　唯司 （青森モーニング） ◎ 関場慶博Dr （弘前ｱｯﾌﾟﾙ） ◎ 北山　輝夫 （八戸北）

東第2グループ 今　 春淑 （十和田八甲） 関場　慶博 （弘前アップル） ◎ 鈴木　唯司 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 今井　高志 （弘前） 今井　高志 （弘前） 地区財務委員会

西第1グループ 成田 守男　 （鰺ヶ沢） 大柳　繁造 （青森） 長嶺　康廣 （八戸南） 源新　和彦 （八戸北） 沼田　　廣　 （青森） ◎ 小林　俊一 （青森）

西第2グループ 中畑　 肇　　（弘前西） 島村吉三久 （五所川原イヴニング） 佐々木千佳子（十和田） 鐘ヶ江義光 （八戸東） 源新　和彦　 （八戸北） 福眞　睦城 （弘前）

中グループ 上野 浩之 （青森北東） 川口彰五郎 （おいらせ） 今井　高志 （弘前） 花田　勝彦 （五所川原） 成田　秀治 （五所川原ｲｳﾞﾆﾝｸﾞ） （八戸北）

南グループ 上野 実穂 （八戸中央） 笹森　　剛 （弘前） 細川　勝也 （弘前） AG 松山　 隆志 (東第1)

鐘ヶ江義光 （八戸東） ◎ 木村　義正 （青森） 柴田　文彦 （むつ中央） 今　　春淑 (東第2) 地区幹事長

山崎　淳一 （五所川原） 田中　祐介 （弘前ｱｯﾌﾟﾙ） 成田　守男 (西第1) 木村　義正 （青森）

村井　　達 （八戸） 竹内　知弘 （弘前西） 中畑　　肇 (西第2) 地区副幹事長

中村　義弘 （むつ） ◎ 林　　　均 (青森） 野坂　幸子 （野辺地） 上野　 浩之 (中) 阿保　康雄 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ）

小山内康晴 （弘前） 〇 中山　大輔 (青森） 福士 耕司(元青公大理事長) 外部 上野　実穂 (南) 地区財務委員長補佐

松本　康子 （青森中央） ガバナー補佐6名 ◎ 森内　忠良 （青森） 石田 一成（青森明の星短大学長） 外部 桃野　　敬 （青森）

北山　輝夫 （八戸北） 地区会計長

◎ 今井　高志 （弘前） 工藤　武重 （弘前西） 柳谷　順三 （青森）

沼田　 廣 （青森） 鈴木　唯司 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） ◎ 相徳　公正（青森） ◎ 北山　輝夫 （八戸北） 会計長補佐

源新　和彦 （八戸北） 長嶺　康廣 （八戸南） ホスト 青森 阿保　康雄 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 礒　裕一郎 （青森）

ガバナー補佐6名（今井年度） 佐々木千佳子（十和田） コ・ホスト 青森北東 ◎ 佐藤　健一 （青森） 浅利　健一 （青森） 事務局長

今井　高志 （弘前） 青森中央 長谷川利夫 （青森）

GE 源新　和彦 （八戸北） 青森モーニング 地区幹事

GN 成田　秀治 （五所川原ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ） ◎ 工藤　真人 （青森） 春日井　澄 （青森）

田邊　豊彦 （青森）

加藤　八峰 （青森）

佐藤　健一 （青森）

担当PG：笹森　　剛（弘前）　 担当PG：鐘ヶ江義光（八戸東） 担当PG：工藤　武重（弘前西） 担当PG 長嶺　康廣（八戸南） 担当PG：村井　　達（八戸） 担当PG：関場　慶博（弘前ｱｯﾌﾟﾙ） 森内　忠良 （青森）

副 佐々木千佳子（十和田） 副 小山内康晴（弘前） 副 川口彰五郎（おいらせ） 副 島村吉三久（五所川原ｲｳﾞﾆﾝｸﾞ） 副 北山　輝夫（八戸北） 副 中村　義弘（むつ） 相徳　公正 （青森）

蝦名　文昭 （青森）

◎ 中村　　勉 （八戸中央） ◎ 花田　　仁 （三沢東） ◎ 花田　勝彦 （五所川原） ◎ 佐々木眞一 （むつ中央） ◎ 細川　勝也 （弘前) ◎ 野坂　幸子 （野辺地） 福士　盛大 （青森）

今泉　湧水 （十和田八甲） 吉田　立盛 （八戸南） 浅利　壽信 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 成田　俊介 （弘前西） 奥谷　史人 （南部） 佐藤　進哉 （六ヶ所） 新藤　興治 （青森）

工藤威美子 （八戸西） 久保　浩視 （八戸） 谷川智栄子 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 大澤　潤逸 （黒石） 広瀬　寿秀 （弘前） 大中　謙治 （青森）

折居　祐二 （十和田） 三浦　　基 （青森） 横手　幸年 （七戸） ◎ 蒔苗　俊二 （弘前西） 伊藤　幸生 （青森） 平野　栄子 （八戸北） 石川佳共子 （青森）

田中　正子 （青森） 桃野　　敬 （青森） 小田桐隆夫 （むつ） 葛西　孝信 （つがる） 工藤　真人 （青森）

山口　 聡 （青森） ◎ 柴田　文彦 （むつ中央） 佐藤　一尚 （青森） 和田　一穂 （青森）

村塚　正隆 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ） 吉川　健一 （青森）

◎ 伊東 　睦 （三沢東）　 佐藤　眞治 （つがる） 田中　正子 （青森）

竹内　通昭 （青森） 田中常三郎 櫛引　淳治 （青森）

　 楠美　知剛 （青森）

◎ 三浦　順子 （弘前ｱｯﾌﾟﾙ）  ◎ 田中　裕介 （弘前ｱｯﾌﾟﾙ） 柳谷　恒次 （青森）

木村　由美 （弘前ｱｯﾌﾟﾙ）  道尻　誠助 （八戸） 中山　大輔 （青森）

丸海老　隆 （五所川原） 中山瑶和子 （青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ）

◎ 佐藤　健一 （青森） 田中　常浩 （むつ） 竹内　通昭 （青森）

工藤　真人 （青森） 楠美　知剛 （青森）

◎ 川﨑　益美 （八戸北） ◎ 竹内　知弘 （弘前西）

成田　秀治 （五所川原ｲｳﾞﾆﾝｸﾞ） 高瀬　英人 （五所川原）

森内　忠良 （青森） 林　　克己 （八戸東）

三枝慎太朗 （青森）

地区監査委員会・地区財団監査委員会

米山記念奨学委員会社会奉仕・職業奉仕委員会クラブ拡大・会員増強委員会 公共イメージ向上委員会

会員増強部門

ﾛ-ﾀﾘ-ﾘﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会

山崎　淳一（五所川原）

RLI日本支部特別顧問（2018-21）

地区表彰委員会

地区指導者育成セミナー

地区諮問委員会 地区研修委員会

地区チーム研修セミナー

（ＤＴＴＳ）

（ホノルル・USA）

黒田　正宏（八戸南）

(公財）ロータリー米山記念奨学

ガバナー
沼田　　廣（青森）

公共イメージ向上部門 社会奉仕・職業奉仕部門 米山記念奨学部門

ロータリーの友地区代表委員

ガバナー指名委員会 危機管理委員会 戦略計画委員会

会長エレクト研修セミナー

（ＰＥＴＳ）

地区研修・協議会

ガバナーノミニー

ガバナーエレクト

国際大会推進委員会

大入　武志

ローターアクト委員会

青少年交換委員会

国際奉仕・青少年奉仕部門

インターアクト委員会

(おいらせ）

成田　秀治（五所川原ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ）

ポリオ対策委員会

資金推進委員会

平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ・奨学金・学友委員会

グローバル補助金委員会

地区大会

地区補助金委員会

ロータリー財団部門

ロータリー財団委員会

（DTA）
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ガバナー補佐

RYLA委員会


