
レイ・クリンギンスミス（アメリカ）

黒田　正宏 （八戸）

近藤 雅臣 　　地区ガバナー

　　塚原　初男　（鶴岡）

石黒　慶一

野々村政昭 地区研修リーダー 地区ガバナーエレクト

PG 武田　和夫 （山形南） 細谷　伸夫　（山形西）

地区ガバナー補佐 担当クラブ 諮問委員会 地区大会 地区協議会・PETS 地区幹事

第1ブロック 地区ガバナー指名委員会 アドバイザー 藤川　享胤 （鶴岡） リーダー 武田　和夫 （山形南） 丸山　隆志

鈴木　憲一 （遊佐） G 塚原　初男 高橋　良士 （鶴岡） 実行委員長（地区協議会） 斎藤　昭 （鶴岡） 地区副幹事

直前G佐藤　豊彦 加藤　恒介 （鶴岡） 実行委員長（ＰＥＴＳ） 佐々木喆彦 （鶴岡） 佐藤　友行 （鶴岡） 事務局長・公式訪問

第2ブロック PG 九里　茂三 幹事 嶺岸　禮三 （鶴岡） 実行副委員長 加藤　賢 （鶴岡） 加藤　恒介 （鶴岡） 地区大会

冨樫　幸吉 （余目） PG 遠藤　栄次郎 樫野　隆博 （鶴岡） 加藤　賢 （鶴岡） ＰＥＴＳ・地区協議会

PG 安孫子　貞夫 樫野　隆博 （鶴岡） ＰＥＴＳ・地区協議会

第3ブロック PG 渡部　保太郎 迎田　健 （鶴岡） クラブ管理運営

松村　澄男 （天童） PG 髙橋　文夫 ガバナー月信 上野　欣一 （鶴岡） 社会奉仕・ライラ

PG 藤川　享胤 編集長 樋渡　美智子 （鶴岡） 後藤　正 （鶴岡南） 職業奉仕

富士盛良一 (尾花沢中央) PG 伊藤　巳規男 ロータリーの友委員 委員 冨田　喜美子 （鶴岡） 菅原　亨 （鶴岡） 国際奉仕

PG 佐藤　忠宏 委員長 青柳　孝治 （鶴岡） 委員 牧　　 衛 （鶴岡） 木村　節 （鶴岡） ロータリー財団

第4ブロック PG 野々村　政昭 副委員長 石田　雄 （鶴岡） 委員 田中　豊 （鶴岡） 佐々木　武夫 （立川） 米山奨学会

伊藤　篤市 （大江） PG 野川　桂一 委員 小林　健郎 （鶴岡） 石田　雄 （鶴岡） ロータリーの友

PG 豊田　義一 樋渡　美智子 （鶴岡） 月信編集長

第5ブロック PG 石黒　慶一 越智　茂昭 （鶴岡） 危機管理

浜田　敏 （山形） PG 関原　亨司　 地区資金委員長 富樫　松夫 （鶴岡） 本間　喜美子 （鶴岡） ＩＡＣ・ＲＡＣ

PG 大友　恒則 地区研修委員会 地区資金副委員長 阿部　純次 （鶴岡） 梅津　武雄 （余目） 会員増強・維持

佐藤登美子 （山形中央） PG 武田　和夫 リーダーPG 武田　和夫 （山形南） 地区資金副委員長 黒田　一夫 （天童） 尾形　亨 （山形西） 次年度地区幹事

ＧＥ 細谷　伸夫 委員PG 大友　恒則 （米沢中央） 地区資金副委員長 平吹　和之 （山形西）

第6ブロック 委員PG 関原　亨司　（酒田） 地区資金委員 真島　吉也 （鶴岡）

羽生　吉弘 （米沢中央） 委員PG 石黒　慶一 （鶴岡西） 地区会計 本間　厚 （鶴岡）

委員PG 豊田　義一 （山形西） 地区副会計 伊藤　博 （鶴岡） 国際関係事務局

小林　正芳 （長井中央） 委員PG 野々村政昭 （山形） 地区会計監査委員 伊藤　彰 （天童） 事務局長 早嵜　弘 （鶴岡）

委員PG 佐藤　豊彦 （天童） 地区会計監査委員 菅原　常彦 （鶴岡東） 事務局員 西川　富美子 （鶴岡）

カウンセラーPG カウンセラーPG カウンセラーPG カウンセラーPG カウンセラーPG カウンセラーPG カウンセラーPG 危機管理委員会

◎ 佐藤　豊彦 （天童） ◎ 武田　和夫 （山形南） ◎ 大友　恒則 （米沢中央） ◎　関原　亨司　（酒田） ◎ 石黒　慶一 （鶴岡西） ◎ 豊田　義一 （山形西） ◎ 野々村政昭 （山形） ○

クラブ管理運営委員会 会員増強・維持委員会 社会奉仕委員会 職業奉仕委員会 国際奉仕委員会 ロータリー財団委員会 米山奨学委員会

○ 金子　昌弘 （山形中央） ○ 清野　義勝 （立川） ○ 丸山　俊男 （鶴岡西） ○ 和田　廣 （南陽東） ○ 武田　元裕 （山形西） ○ 池田　徳博 （鶴岡西） ○ 小嶋　信一 （山形）

ﾛｰﾀﾘｰ情報小委員会 ｸﾗﾌﾞ活性化小委員会 新世代ﾗｲﾗ小委員会 大泉　好 （酒田東） 世界社会奉仕(WCS)小委員会 五十嵐　信 （山形西） 村上　修一 （酒田中央）

★ 大久保章宏 （山形南） ★ 土屋　民男 （小国） ★ 冨田喜美子 （鶴岡） 恩田　次郎 （鶴岡南） ★ 松浦　秀文 （東根） 橋本　重幸 （天童東） 佐々木喆彦 （鶴岡）

石山　忠利 （米沢） 五十嵐　勇 （鶴岡東） 押切　幸子 （酒田） 鈴木　勲 （東根） 遠藤　敬知 （天童） 和田　辰雄 （河北） 後藤　正幸

阿部　悦子 （鶴岡西） 菊地　正憲 （大江） 遠藤　章作 （米沢） 信夫　高男 （山形東） 青少年交換小委員会 佐藤　良樹 （山形ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ） 金子　将人　（山形中央）

杉山　健 （新庄） 小野　和行 （山形北） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ小委員会 阿部　隆司 （米沢） ★ 斎藤　秀紀 （鶴岡南） 菅　滋徳 （長井） 鑓水美恵子 （米沢上杉）

ﾛｰﾀﾘｰ雑誌・広報・ICO小委員会 山崎　正人 （酒田東） ★ 佐藤　宏一 （鶴岡東） 設楽新太郎 （西川月山) 高橋　寛人 （天童西） ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学金学友小委員会

★ 太田　貞雄 （山形北） 村山　功 （山形） 遠藤　伸一 （寒河江） ★ 遠藤　隆一 （山形中央） 長期計画検討委員会

赤谷　典夫 （酒田ｽﾜﾝ） 滝口　浩一 （米沢上杉） 和田　實 （米沢） 増田　隆 （山形北） ○ 直前ガバナー

土屋　浩 （山形東） 佐藤　友紀 （天童） GE 細谷　伸夫 （山形西） 小松　好徳 （山形東） ガバナーエレクト

ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動小委員会 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ小委員会 研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ交換(GSE)小委員会 ガバナーノミニー

★ 宗川　真希 ★ 佐藤　洋行 （米沢上杉） ★ 嶺岸　禮三 （鶴岡） 直前地区幹事

大滝　正博 （余目） 髙橋　章 （米沢） 茂木　英一 （酒田） 地区幹事

村田　勝利 （酒田中央） 安藤　博章 （寒河江） 次期地区幹事

遠藤　靖彦 （山形西） 直前資金委員長
補助金小委員会 資金委員長

★ 豊田　義一 次期資金委員長

GE 細谷　伸夫
凡例
G：ガバナー ガバナー事務所

PG：パストガバナー 事務局長 佐藤　友行 （鶴岡）

ＧE：ガバナーエレクト 副事務局長 青柳　孝治 （鶴岡）

◎：カウンセラー 事務局員 渡部　恵子 岩田　瑛子

○：委員長 連絡先

★：小委員会委員長 TEL:0235-64-0797　　FAX：0235-64-0798

E-MAIL：office2010@rid2800.jp
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