
＜地区研修委員会＞
北区（大館・鹿角分区） ◎ PG 宮原　保夫（湯沢南） ○ PG 工藤　智教（大館南）
ガバナー補佐 PG 嶋田　康子（秋田北） PG 冨樫　龍紀（大曲中央）

PG 柳谷　悦麿（能代）

＜RLI委員会＞
北区（能代・男鹿分区） ◎ 嶋田　康子（秋田北） 宮原　保夫（湯沢南）
ガバナー補佐 塩谷國太郎（大曲） 工藤　智教（大館南）

淡路　　徹（潟上）

＜長期基盤確立委員会＞
中区（秋田分区） ◎ 佐野　元彦（秋田） ガバナー補佐　全員
ガバナー補佐 淡路　徹  （潟上） 菅原　一聖（秋田西）

 小野　泰太郎 塩田　充弘 (横手)

＜会員拡大増強委員会＞
中区（本荘・由利分区） ◎　松田　悦朗（秋田港） 〇柴田　為英 （湯沢南）
ガバナー補佐 　 松尾　秀正（大館北） 高橋　清幸  (湯沢）
藤原　和信　　　　　（矢島） 黒澤　芳彦（鷹巣） 藤村　ゆき(秋田中央)

伊藤　俊也（大曲） 菅原　進　（潟上）
  原田　富男（男鹿）

南区（大曲・仙北分区）   
ガバナー補佐 ＜公共イメージ委員会＞
佐藤　和志 ◎ 細川　信二（秋田港） ○ 宮原　育郎（湯沢南）

石川　浩範（大曲南）　　　 田村　典美（秋田南）
千田　清隆（潟上）

南区（橫手・湯沢分区）
ガバナー補佐 ＜地区監査委員会＞

北区 税理士 九嶋　信正（大館）
中区 税理士 小林　科樹（秋田中央）
南区 税理士 木村　定夫（湯沢）

＜職業奉仕委員会＞
◎　　　　　　　　　　　　　　　　能登谷正人（秋田東） ○ 伊藤　茂樹 （秋田港）

布袋屋　寛（大館） 近江　佳弘  （湯沢）
ガバナー指名委員会 加賀谷　博雄（男鹿北）

◎ 宮原　保夫 (湯沢南) 工藤　智教 (大館南)
嶋田　康子（秋田北） 柳谷　悦麿（能代） ＜社会奉仕委員会＞
冨樫　龍紀（大曲中央） ◎ 住谷　一男　（秋田港）　　　○ 佐渡谷　寿美子（秋田港）

　　　　　　佐藤　圭悟　（山本） 田代　克美 　　(横手）
地区諮問委員会 菅原　新一　（大館中央）　　　　　

京野  　学 (湯沢南) 遠藤　芳德（横手） 　　　　　
松浦    新（秋田中央） 宮下　正弘（秋田） ＜国際奉仕委員会＞
伊藤壽々雄（湯沢） 平澤　孝夫（秋田東） ◎ 渡部　羊三(秋田東） 〇 佐野　公彦（秋田北）
村上　勘一（象潟） 柳谷　悦麿（能代） 根田　達也（秋田南） 新山　良洋（大曲）
地葉　新司（潟上） 冨樫　龍紀（大曲中央） 横井　弘明（大館南）
塩谷國太郎（大曲） 嶋田　康子（秋田北）
玉木  　修（秋田西） ＜青少年奉仕交換プログラム委員会＞
宮原　保夫 (湯沢南) ◎ 加賀　美奈（大曲） ○ 金子　雄司 (秋田東)

黒丸　雄平（横手） ○ 加賀谷　毅（秋田港）
桑原　透　（秋田） 佐々木　匡（本荘東）

規定審議会委員会 佐藤　成孝（矢島） 児玉　高久（山本）
◎ 平澤　孝夫（秋田東）（任期2020年7月～2023年6月） 薮田　学　（大館北） 高橋　絢子（大曲中央）
○ 宮下　正弘（秋田） 柴田　直人（湯沢）

　　　
＜危機管理委員会＞

◎宮下　正弘（秋田） ○緑川　正樹（大館）
木元　愼一（秋田中央）   　  加賀　美奈（大曲）     
高崎　恒夫（秋田港）　　　 柳谷　悦麿（能代）
阿部　大助（秋田中央）　　 淡路　徹　（潟上）

RI報告担当者　緑川　正樹（大館）
　　 

地区幹事 畠山　敏美（秋田港） ＜ロータリー財団委員会＞
地区副幹事 佐々木松彦（潟上） ◎柳谷　悦麿（能代） ○ 熊谷　　中（象潟）

佐藤　久輝（秋田港） 細川　信二 (秋田港) 小沢　　悟（能代白神） 三浦　　聡（秋田）
石井　浩一（秋田港） 小玉　哲也 (秋田港) 西村　隆作（田沢湖） 近藤　貞夫 (秋田港）
保坂　雄大 (秋田港) 佐藤　　健（秋田港） 清水　世紀（本荘南）　　 佐藤　正行（大曲）

渋谷　絵里（秋田西） 鈴木　明彦（潟上）
地区会計長 ◎ ポール･ハリス･ソサエティ コーディネーター　柳谷　悦麿（能代）

ロータリーカード推進委員　熊谷　　中（象潟）
　　

＜ロータリー米山記念奨学委員会＞
事務局員 ◎ 阿部  大助（秋田中央） 〇 呉宮　廣哉（秋田南）

境田　未希（秋田東） 清水　俊明（秋田西）
＜地区財務委員会＞ 土﨑　俊成（秋田港） 三浦　将人（潟上）

◎ 澤田石　晶(秋田港) ○ 信田　智彦（潟上） 八田　順造（湯沢） 佐々木隆一（横手）
阿部　誠一(湯沢南)

＜インターアクト委員会＞
＜ロータリーの友委員会＞ ◎　　　　　（秋田港）石井　浩一（秋田港） 〇 黒丸　雄平（横手）

◎山本　隆弘（秋田港） 〇 杉渕　孝義（大館南） 三浦　大英（角館）
若林　幸夫（横手） 加登野恵一　（大曲仙北） 北嶋　友曉（秋田） 関口　正之（五城目）
村越 正道 (能代)

ロータリーの友委員会地区代表委員・・・山本　隆弘（秋田港） 　
＜ローターアクト委員会＞

◎ 佐藤　裕之 （秋田） 〇 松岡　叡美（秋田RAC）
太田　智大（秋田RAC）

（財）ロータリー米山記念奨学会　 第2540地区
 ＜理事＞ PDG 地葉　新司（潟上）   (任期　2020年9月～2022年8月） ＜地区大会委員会＞
 ＜理事＞ PDG 塩谷國太郎（大曲）   (任期　2022年9月～2024年8月） ◎ 木村　　繫 (秋田港)　　 ○ 佐々木　照男（秋田港）
 ＜評議員＞ PDG  平澤　孝夫（秋田東)  (任期　2019年9月～2023年8月） 佐藤　竹昭（秋田港)　 小玉　久則　 (秋田港)

社団法人　　RIJYEM 第2540地区
〈社員〉平澤　孝夫（秋田東） ＜ＲＩ国際大会推進委員会＞ 　　　　　

◎ 加藤　　耕　(秋田港) ○ 進藤　文仁（秋田）
　 ロータリーの友委員会　第一ゾーン顧問 今年度　当地区　該当者なし 明石　浩貴 （秋田東）
　一般社団法人ロータリーの友事務所　理事 今年度　当地区　該当者なし

◎＝委員長 ○＝副委員長
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佐々木　孝憲（鷹巣）

分区内7RC

土田　由仁（秋田港） 〇菅谷　浩 （秋田港）　　

佐藤　久美子（秋田港RC事務局）

工藤  智教（大館南）

（横手東）和賀　豪

塚本　真一 （能代）

分区内7RC

分区内6RC

分区内6RC

2022-2023年度　地区組織図

ガバナーノミニー 佐藤　和志（田沢湖）

副ガバナー　　　　　 宮原　保夫(湯沢南)

ガバナーエレクト 淡路　徹（潟上）
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