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RI理事

RI理事

PG   和田　廣　（南陽東） GE

塚原初男　（鶴岡）

今間勝見 (鶴岡西)

G 池田　德博 (鶴岡西) 実行委員長 木村　有為　 (鶴岡西) リーダー

大泉　好 酒田・酒田東 直前G 新関　彌一郎 （天童東） 実行副委員長 井上　彬 (鶴岡西) 実行委員長 吉田　修平　(鶴岡西) 早坂　剛　　　(鶴岡西)

（酒田東）　 PG 遠藤　栄次郎 （山形西） 　同 小野寺　佳克 (鶴岡西) PETS副委員長 村田久志・菅井保彦 櫻井清 (鶴岡西)

○富樫松夫 鶴岡・鶴岡西・余目 PG 安孫子　貞夫 （寒河江） 　CO 鶴岡RC 5名　鶴岡東RC 3名　鶴岡南RC 3名 地区協副委員長 村田久志・菅井保彦 樋渡美智子 (鶴岡)
（鶴岡）　 立川・鶴岡東・鶴岡南 PG 渡部　保太郎 （長井） CO 小野寺佳克　(鶴岡西)
菊地英士 天童・東根・天童東・天童西・ PG 藤川　享胤 （鶴岡） 菅荘伍　 (鶴岡西)
（東根）　 東根中央 PG 伊藤　巳規男 （大江） 御橋広眞 (鶴岡西) 青柳孝治 (鶴岡)

鈴木喜左夫 新庄・尾花沢・最上・尾花沢中央 PG 野々村　政昭 （山形） 笹原儀則　 (鶴岡西)

（尾花沢） PG 豊田　義一 （山形西） 編集長 渡部　吉春 (鶴岡西) 佐藤政　 (鶴岡西)

設楽光利 寒河江・大江・河北・ PG 石黒　慶一 （鶴岡西） PG 和田　廣 （南陽東） 副編集長 松森　昌保 (鶴岡西) 佐藤浩士 (鶴岡東)

（西川月山）　 寒河江さくらんぼ・西川月山 PG 関原　亨司 （酒田） 編集委員 笹原　儀則 (鶴岡西) 斎藤喜一　 (鶴岡西)

大久保　章宏 山形・山形北・山辺 PG 大友　恒則 （米沢中央） 編集委員 東山　昭子 (鶴岡西) 杉山隆 (鶴岡東)

（山形南）　 山形南・中山 PG 武田　和夫 （山形南） ◎ 直前ガバナー 五十嵐久廣 （鶴岡西）

庄司武彦 山形西・上山・山形東 PG 佐藤　豊彦 （天童） ガバナーエレクト 齋藤浩子　 (鶴岡西)

（山形東） 山形中央・山形イブニング PG 塚原　初男 （鶴岡） ガバナーノミニー 地区資金委員長 　　本間　光廣　(鶴岡西) 阿部廣弥 (鶴岡南)

髙橋敏行 長井・南陽・白鷹・南陽臨雲・ PG 細谷　伸夫 （山形西） 直前地区幹事 地区資金副委員長 　　井上　直子　(鶴岡西) 鈴木孝純 (鶴岡西) 

（南陽）　 南陽東・長井中央・小国 PG 和田　廣 （南陽東） 地区幹事 地区資金副委員長 　　村山　征彦　(天童東) 佐藤東一 （鶴岡西）

竹前秀夫 米沢・米沢上杉・高畠・米沢中央 GE 酒井　彰 （米沢上杉） 次期地区幹事 次期地区資金委員長 　　篠田　卓洋(米沢上杉) 阿部　豊 (鶴岡西)

（米沢上杉）　 米沢おしょうしな GN 長谷川　憲治 （山形） 地区会計 　　阿部　勇雄　(鶴岡西) 佐藤祐三 (鶴岡東)

地区会計監査委員 　　阿部　豊 　(鶴岡西) 東山昭子　 (鶴岡西)

地区会計監査委員 　　長島　義弘　(鶴岡西) 加藤亨 (鶴岡)

地区会計監査委員 PG石黒　慶一　(鶴岡西) 内藤文博 （米沢上杉）

PG 和田　廣 (南陽東) 地区会計監査委員 　　志田　泰久　(天童東)

カウンセラーPG  細谷　伸夫　(山形西) カウンセラーPG 塚原　初男(鶴岡) カウンセラーPG 武田　和夫 （山形南） カウンセラーPG  大友　恒則(米沢中央) PG

◎ 佐藤　豊彦(天童) ◎三浦　信英　(白鷹) ◎細谷　伸夫(山形西)

◎ 武田周治(山形西) ◎　浅井多一(酒田) ◎　鈴木　一作(寒河江) ◎　佐藤　孝子(鶴岡) ◎　松村　澄男(天童) ◎阿部栄一郎(天童西) ◎遠藤隆一(山形中央) G 池田德博 　嶺岸　禮三　(鶴岡) 　齊藤　勝典(村山ローズ)

梅津　敏光(酒田） 大久保　章宏(山形南) 　　阿部龍太（山形） 　荒生　栄治(酒田) GE 酒井　彰 　菅原　常彦(鶴岡東)
○　海野健治（大江） ○ 荒井文男（天童） 藤野　和男（大江） ○ 板垣喜代志（山形中央） 　　奥山守（村山ローズ） 　 　國井　誠(山形北) 地区幹事　今間勝見

川嶋努（酒田東） 横山　仁（南陽東） 九里　廣志（米沢） 渡部吉春（鶴岡西） 地区資金委員長本間光廣

榎本久靜子（鶴岡南） 　広報小委員会 長谷川 淳(山形中央） 田中隆一（米沢） 管理責任者   志田　泰久　 （天童東）

國井和行（天童東） ○　中川善雄（山形東） 角田育子（寒河江さくらんぼ） 事務局員   菅野　真紀

深瀬英郎（東根中央） 広瀬明（酒田ｽﾜﾝ） ○ 松野俊洋(米沢上杉) ○和田　實　(米沢)

野口高志（酒田）　 　　桑原利博（南陽東） ○　金子 将人（山形中央） 遠藤国際奉仕委員会委員長 ℡　023-687-0208

星川寿将（尾花沢中央） 相馬勝博（天童東） 三沢徳眞（山形イブニング） 阿部社会奉仕委員会委員長

菊地賀治（山形南） 　高橋　昌之(山形西） ✉ ri2800@muse.ocn.ne.jp
若林智次（高畠） ○ 長谷川　正(鶴岡南)

髙橋早苗（長井中央） 佐藤清一　(米沢中央)

武田啓之　(鶴岡) ○伊藤　篤市(大江)   青山　伸一

  阿部　悦子

○　守屋文夫(酒田ｽﾜﾝ) ○ 遠藤伸一　(寒河江)   五十嵐　浩

押切幸子（酒田） 澤渡　章　(山形西)   齋藤　公美

凡例 佐藤　聡　(鶴岡南)   齋藤　茂美

◎：大委員長 大滝正博 （余目） 〒997-0034鶴岡市本町3-2-3

○：小委員長 大泉みどり （大江） ℡　0235-29-1751

✉ ri2800.ikeda@gmail.com

和田　廣　（南陽東）

武田和夫  （山形南）

杉谷卓紀　（玉名）

北　清治　（浦和東）

村山・村山ローズ・新庄あじさい

酒田中央・酒田スワン・酒田湊

（財）米山記念奨学会評議委員

（財）米山記念奨学会理事

諮問委員会/地区ガバナー指名委員会

地区研修リーダー 地区ガバナーエレクト

酒井　彰 （米沢上杉）

クラブ管理運営担当

戦略専門担当

ﾛｰﾀﾘｱﾝ以外の外部有識者

危機管理委員会

直前ガバナー

世界大会参加推進委員会

地区幹事
国際奉仕委員長

青少年奉仕担当

ロータリー財団担当

米山奨学担当

ガバナー月信

 鶴岡RC 3名　鶴岡東RC 2名　鶴岡南RC 2名

次 期 地 区 幹 事PG 関原 亨司 (酒田)

地区ガバナー

池田　德博　(鶴岡西)

ガバナーエレクト

ライラ小委員長

青少年交換小委員長

ロータリーの友委員

地区大会

ガバナーノミニー

米山奨学委員長

◎

戦略計画検討委員会

東日本大震災
復興支援特別委員会

地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

5

担当ブロック

1

地区ガバナー補佐

担当クラブ

4

2

3

青少年奉仕委員長

PETS・地区研修・協議会

6

地 区 幹 事

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

米山奨学

ﾛｰﾀﾘｱﾝ以外の外部有識者

社会奉仕担当

地区委員会

◎

直前G 新関彌一郎(天童東)

職業奉仕担当

国際奉仕担当

地区副幹事構成

地域奉仕グループ

米山奨学委員会

補助金委員会

戦略専門委員会

クラブ25小委員会

会員増強小委員会

髙橋章(米沢)

インターアクト小委員会

ローターアクト小委員会

ライラ小委員会

青少年交換小委員会

ロータリー情報小委員会

職業奉仕 青少年奉仕

　職業奉仕委員会 　青少年奉仕委員会

大沼栄司（寒河江さくらんぼ）

米山学友小委員会

クラブ奉仕グループ

クラブ管理運営委員会

事務局員

事務局員

fax　0235-29-1752

〒994-0034 天童市本町2-1-31天童セントラルホテル２F

カウンセラーPG  新関　彌一郎(天童東)

国際奉仕委員会

国際ロータリー2800地区・ガバナー事務所

国際ロータリー2800地区・地区事務所

監査委員会

総務

連絡先

財団奨学・学友小委員会

連絡先

資金推進・管理委員会

総務

奉仕プロジェクト小委員会

事務局長

佐藤　豊彦(天童)

社会奉仕委員会

fax　023-687-0209


