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委員会役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

ガバナー協議会議長 河合悦子 カワイエツコ 東京みやこ 1R-3Z

ガバナー協議会副議長 阿久津隆文 アクツタカフミ 東京赤坂 3R-3Z

ガバナー協議会参与 鈴木定光 スズキサダミツ 東京江東南 4R-2Z

ガバナー協議会参与 塩月藤太郎 シオツキトウタロウ 東京田無 13R-2Z

ガバナー協議会運営委員会委員長 今村廉彦 イマムラヤスヒコ 東京大井 9R-1Z

ガバナー協議会運営委員会副委員長 梶原正和 カジワラマサカズ 東京小金井 13R-1Z

ガバナー協議会運営委員会委員 高尾省吾 タカオショウゴ 東京葵 1R-3Z

ガバナー協議会運営委員会委員 浅井洋一郎 アサイヨウイチロウ 東京新橋 3R-1Z

ガバナー協議会運営委員会委員 中村安次 ナカムラヤスジ 東京巣鴨 8R-2Z

政策・中長期計画委員会副委員長 向徹男 ムカイテツオ 東京石泉 7R-3Z

政策・中長期計画委員会委員 妹尾裕夫 セノオヒロオ 東京尾張町 2R-2Z

政策・中長期計画委員会委員 丸山眞司 マルヤマシンジ 東京浅草 6R-1Z

政策・中長期計画委員会委員 遠藤和夫 エンドウカズオ 東京北 7R-1Z

会則・会員委員会副委員長 本橋光一郎 モトハシコウイチロウ 東京銀座 2R-2Z

会則・会員委員会委員 秋富一美 アキトミカズミ 東京GAIA 9R-2Z

会則・会員委員会委員 竹本裕美 タケモトヒロミ 東京新宿東 11R-3Z

会則・会員委員会委員 波多野和夫 ハタノカズオ 武蔵村山 13R-1Z

会員増強・会員維持委員会委員長 大石誠 オオイシマコト 東京数寄屋橋 2R-2Z

会員増強・会員維持委員会副委員長 伊賀則夫 イガノリオ 東京葵 1R-3Z

会員増強・会員維持委員会委員 高麗伸三 コウマシンゾウ 東京けやき 7R-2Z

会員増強・会員維持委員会委員 芦田公 アシダタダシ 東京豊島 8R-1Z

会員増強・会員維持委員会委員 片岡洋乃 カタオカヨシノ 東京神楽坂 8R-2Z

指導力育成委員会副委員長 三輪正雄 ミワマサオ 東京城東 4R-2Z

指導力育成委員会委員 山田達 ヤマダトオル 東京蔵前 6R-1Z

指導力育成委員会委員 星野宏一 ホシノコウイチ 東京光が丘 7R-3Z

指導力育成委員会委員 曽根原良仁 ソネハラヨシヒト 東京田無 13R-2Z

エクステンション委員会副委員長 長井隆充 ナガイタカミツ 東京ワンハンドレッド 1R-3Z

エクステンション委員会委員 藤巻伴英 フジマキトモヒデ 東京深川 4R-2Z

エクステンション委員会委員 松田貞男 マツダサダオ 東京大森 9R-1Z

エクステンション委員会委員 福島惠二郎 フクシマケイジロウ 東京世田谷 10R-2Z

ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員長 中島洋吉 ナカジマヨウキチ 東京柳橋 2R-1Z

ＩＴ・ＰＲ情報委員会副委員長 近藤正彦 コンドウマサヒコ 東京八王子陵東 14R-1Z

ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員 伊原勝彦 イハラカツヒコ 東京目黒 9R-2Z

ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員 藤村貞夫 フジムラサダオ 東京三軒茶屋 10R-2Z

ＩＴ・ＰＲ情報委員会委員 石井祐治 イシイユウジ 東京中野 11R-2Z

青少年・ライオンズクエスト委員会副委員長 鶴ケ谷正司 ツルガヤマサシ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年・ライオンズクエスト委員会委員 福田守弘 フクダモリヒロ 東京芝 3R-1Z

青少年・ライオンズクエスト委員会委員 山口勝一 ヤマグチカツイチ 東京中央南 7R-1Z

青少年・ライオンズクエスト委員会委員 熊野活行 クマノカツユキ 東京大江戸 11R-3Z

薬物乱用防止委員会委員長 宇田川雄弘 ウダガワカツヒロ 東京練馬 7R-3Z

薬物乱用防止委員会副委員長 寺田義和 テラダヨシカズ 東京鶯谷 6R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 横山令一 ヨコヤマレイイチ 東京渋谷 10R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 井上一二三 イノウエヒフミ 東京新宿東 11R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 津村信彦 ツムラノブヒコ 東京八王子陵東 14R-1Z
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ＹＥ委員会委員長 富田純明 トミタスミアキ 東京目黒 9R-2Z

ＹＥ委員会副委員長 吉田實 ヨシダミノル 東京文京 8R-2Z

ＹＥ委員会委員 小林勉 コバヤシツトム 東京豊新 8R-1Z

ＹＥ委員会委員 庄子守 ショウジマモル 東京ウエスト 9R-2Z

ＹＥ委員会委員 堀内利夫 ホリウチトシオ 東京渋谷 10R-1Z

レオ・ライオネス・女性参画委員会副委員長 織本真一郎 オリモトシンイチロウ 東京豊島 8R-1Z

レオ・ライオネス・女性参画委員会委員 千々波真照 チヂワマサアキ 東京番町 1R-2Z

レオ・ライオネス・女性参画委員会委員 松本純子 マツモトジュンコ 東京四谷 11R-3Z

レオ・ライオネス・女性参画委員会委員 佐竹庄 サタケショウ 東京福生 14R-2Z

ＬＣＩＦ委員会副委員長 田倉仁 タクラヒトシ 東京八王子高尾 14R-1Z

ＬＣＩＦ委員会委員 長谷部雄亮 ハセベユウスケ 東京浜松町 3R-1Z

ＬＣＩＦ委員会委員 平岩宏司 ヒライワコウジ 東京荒川西 7R-1Z

ＬＣＩＦ委員会委員 嶋﨑喜一 シマザキキイチ 東京調布 12R-1Z

国際関係・モンゴル友好委員会副委員長 見津康 ミツヤスシ 東京飯田橋 8R-2Z

国際関係・モンゴル友好委員会委員 小池一道 コイケカズミチ 東京ワンハンドレッド 1R-3Z

国際関係・モンゴル友好委員会委員 太田成正 オオタシゲマサ 東京荒川 7R-1Z

国際関係・モンゴル友好委員会委員 関真一郎 セキシンイチロウ 東京田園調布 10R-3Z

献眼・献腎・骨髄移植委員会委員長 池崎道男 イケザキミチオ 東京 1R-1Z

献眼・献腎・骨髄移植委員会副委員長 佐々木利和 ササキトシカズ 東京町田 12R-2Z

献眼・献腎・骨髄移植委員会委員 小出敬三 コイデケイゾウ 東京神宮 3R-3Z

献眼・献腎・骨髄移植委員会委員 伊藤雅一 イトウマサカズ 東京豊新 8R-1Z

献眼・献腎・骨髄移植委員会委員 水上良文 ミズカミヨシフミ 東京東久留米 13R-2Z

社会福祉・献血委員会副委員長 夏目幸生 ナツメサチオ 東京秋葉原 6R-1Z

社会福祉・献血委員会委員 黒田幹雄 クロダミキオ 東京虎ノ門 3R-2Z

社会福祉・献血委員会委員 大塚公彦 オオツカキミヒコ 東京セイシン 8R-2Z

社会福祉・献血委員会委員 八木原保 ヤギハラタモツ 東京神宮前 10R-2Z

環境保全委員会副委員長 村木秀之 ムラキヒデユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

環境保全委員会委員 石丸忠男 イシマルタダオ 東京晴海 2R-2Z

環境保全委員会委員 吉野隆幸 ヨシノタカユキ 東京新都心 11R-1Z

環境保全委員会委員 堂屋敷淳 ドウヤシキジュン 東京スバル 11R-1Z

緊急援助委員会委員長 今井三和 イマイミツカズ 東京京橋 2R-1Z

緊急援助委員会副委員長 脇村孝友 ワキムラタカトモ 東京晴海 2R-2Z

緊急援助委員会委員 山口軍次 ヤマグチグンジ 東京番町 1R-2Z

緊急援助委員会委員 堀勝 ホリマサル 東京江戸川 5R-2Z

緊急援助委員会委員 家喜凱雄 イエキヨシオ 東京杉並東 11R-2Z

青年アカデミー委員会副委員長 橋口啓一 ハシグチケイイチ 東京葵 1R-3Z

青年アカデミー委員会委員 西村泰一 ニシムラタイイチ 東京鶯谷 6R-2Z

青年アカデミー委員会委員 篠順三 シノジュンゾウ 東京けやき 7R-2Z

青年アカデミー委員会委員 柳井健一 ヤナイケンイチ 東京ウエスト 9R-2Z

国際大会委員会副委員長 渡邉晃 ワタナベアキラ 東京新都心 11R-1Z

国際大会委員会委員 知野秀雄 チノヒデオ 東京晴海 2R-2Z

国際大会委員会委員 長島眞 ナガシママコト 東京巣鴨 8R-2Z

国際大会委員会委員 横河明紀 ヨコカワアキノリ 東京渋谷 10R-1Z

第５９回複合地区年次大会委員会委員長 小坂哲瑯 コサカテツロウ 東京日比谷 1R-1Z

第５９回複合地区年次大会委員会副委員長 菅原雅雄 スガワラマサオ 東京堀留 2R-1Z
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第５９回複合地区年次大会委員会委員 大石和夫 オオイシカズオ 東京青山 3R-3Z

第５９回複合地区年次大会委員会委員 飯田雄一 イイダユウイチ 東京中野 11R-2Z

第５９回複合地区年次大会委員会委員 戸田周良 トダシュウリョウ 東京町田 12R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員長 山浦晟暉 ヤマウラセイキ 東京新宿 11R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会副委員長 阿久津隆文 アクツタカフミ 東京赤坂 3R-3Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 鈴木定光 スズキサダミツ 東京江東南 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 塩月藤太郎 シオツキトウタロウ 東京田無 13R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 池田和司 イケダコウジ 東京桜門 4R-3Z

監査 渡辺豊隆 ワタナベトシオキ 東京紀尾井町 1R-2Z

ＧＭＴ第５会則地域副リーダー 山浦晟暉 ヤマウラセイキ 東京新宿 11R-1Z

ＬＣＩＦ国際委員・エリアコーディネーター（東日本担当） 石井征二 イシイセイジ 東京八王子陵東 14R-1Z

モンゴルコーディネーター 今井三和 イマイミツカズ 東京京橋 2R-1Z

全日本レベル

国際理事候補者選挙管理委員会委員 菅原雅雄 スガワラマサオ 東京堀留 2R-1Z


