
 

 

 

2019-2020 年度 国際ロータリー第 2830 地区ローターアクト 

「第 26 回地区年次大会」 

 

 

芳 名 録 

 

 

 

 

 

 

 

日  時   2020 年 2 月 29 日(土) 13：00 開会 

場  所    八戸グランドホテル 

ホストクラブ  八戸ローターアクトクラブ 

提唱ＲＣ   八戸ロータリークラブ 



 

 

ご来賓 

             八戸市長                   小林 眞  様 

 

ロータリー地区役員 

 国際ロータリー第 2830 地区 ガバナー               沼田 廣  様 

            〃         ガバナーエレクト                 源新 和彦 様 

         〃         ガバナーノミニーデジグネート         田中 常浩  様 

         〃         国際奉仕・青少年奉仕担当パストガバナー 村井 達 様 

         〃         パストガバナー                 山崎 淳一  様 

         〃         パストガバナー                 工藤 武重  様 

〃         パストガバナー                 鈴木 唯司 様 

         〃         パストガバナー        佐々木 千佳子様 

         〃         直前ガバナー                  今井 高志  様 

         〃         東第１グループガバナー補佐      松山 隆志 様 

         〃         東第 2 グループガバナー補佐      今 春淑  様 

         〃         西第 2 グループガバナー補佐      中畑 肇  様 

 〃          南グループガバナー補佐         上野 実穂  様 

         〃         インターアクト委員長       柴田 文彦 様 

         〃         RYLA 委員長        竹内 知弘 様 

         〃         ローターアクト委員長           田中 裕介 様 

         〃         ローターアクト委員          道尻 誠助 様 

〃         インターアクト委員          村塚 正隆 様 

         〃         公共イメージ向上委員       久保 浩視 様 

 



 

ロータリークラブ   敬称略 

 

東第 1 グループ 

♢むつロータリークラブ 

  田中 常浩   田中 幸子   峯 雅夫 

♢むつ中央ロータリークラブ 

  前川原 亨   柴田 文彦 

♢野辺地ロータリークラブ 

  松山 隆志 

 

東第 2 グループ 

♢十和田ロータリークラブ       

  佐々木 千佳子            

♢十和田八甲ロータリークラブ 

  今 春淑 

 

西第 1 グループ 

♢五所川原ロータリークラブ 

島村 寿子  寺田 明代  山崎 淳一 

♢金木ロータリークラブ 

  野呂 賢一 

♢鶴田ロータリークラブ 

  坂本 幸光 

 

西第 2 グループ 

♢弘前ロータリークラブ 

  今井 高志 

♢弘前西ロータリークラブ 

  工藤 武重  中畑 肇  竹内 知弘 

♢弘前アップルロータリークラブ 

  田中 裕介  

中グループ 

♢青森ロータリークラブ 

  沼田 廣 

♢青森モーニングロータリークラブ 

  新岡 壮太郎  鈴木 唯司  村塚 正隆 

 

南グループ 

♢八戸東ロータリークラブ 

  菊池 厳弘  高橋 勢治  中道 栄治   

西舘 清司 

♢八戸北ロータリークラブ 

  源新 和彦  山内 一晃 

♢八戸中央ロータリークラブ 

  上野 実穂 

♢八戸西ロータリークラブ 

  田沢 英治  大島 泰雅 

♢八戸ロータリークラブ 

  村井 達    佐々木泰宏  橋本八右衛門 

道尻 誠助   赤澤 栄治   鴨澤 論 

掛端 浩之   川村 幸雄   菊地 幹 

久保 浩視   紺野 広     正部家光彦 

田部 久貴   築舘 智大   奈良 金洋 

鶴飼 寿栄   新井山 光   深澤 隆 

峯  正一   村上 壽治   渡辺 孝 

 

米山奨学生 



  郭 宣蓉 （カク センヨウ（青森ＲＣ） 

  チャン ティ タン ハウ（弘前ＲＣ） 

ローターアクトクラブ OB・OG 

♢八戸ローターアクトクラブ       

  嶌守 健太（OB）        

♢青森北東ローターアクトクラブ 

  宗 康博 （OB） 

 

友好地区ローターアクトクラブ 

国際ロータリー第 2530 地区（福島） 

♢喜多方ローターアクトクラブ       

  斎藤 健晴               

♢会津若松南ローターアクトクラブ 

  山田 将平  金田 典久 

国際ロータリー第 2580 地区（東京北部・沖縄） 

♢東京東江戸川ローターアクトクラブ     

  森本 信成                  

♢東京浅草中央ローターアクトクラブ 

  島崎 駿 

国際ロータリー第 2620 地区（静岡・山梨） 

♢静岡ローターアクトクラブ 

  冨永 里紗  山田 幸弘  池田 佳照 

国際ロータリー第 2710 地区（広島・山口） 

♢徳山ローターアクトクラブ 

  長尾 彰大  

国際ロータリー第 2800 地区（山形） 

♢南陽東ローターアクトクラブ 

  淀野 隆太  佐藤 美楓 

♢鶴岡ローターアクトクラブ 

  板垣 沙織 

♢米沢ローターアクトクラブ 

 喜連 剛  田中 龍之介  田中 奏穂 

 

 

国際ロータリー第 2830 地区 

ローターアクト地区役員 

 国際ロータリー第 2830 地区 

 地区 RAC 代表  川浪 剛功 

 地区 RAC 幹事  相内 一彦 

 地区 RAC 会計  伊藤 雅章 

 地区 RAC 広報  高橋 明日香  

 地区 RAC 年次大会実行委員長 出町 優

貴 

 地区 RAC 直前代表 太田 智大 

 

地区ローターアクトクラブ 

♢青森ロータリークラブ 

  高橋 明日香  佐藤 沙紀 

♢むつローターアクトクラブ 

  寺道 美鈴  甲 健太  相内 一彦 

♢五所川原ローターアクトクラブ 

  石田 卓也  茶谷 卓  工藤 孔洋     

  川浪 剛功  工藤 大地  島谷 昌孝 

♢弘前ローターアクトクラブ 

  太田 智大  伊藤 雅章  

チャン ティ タン ハウ 

♢八戸ローターアクトクラブ 

  馬渡 沙也加  岡部 雅文  出町 優貴 

  皆川 雄亮  山内 珠夢  田中 美咲 


