
 

 

２０１３年３月１日 
ライオンズクラブ国際協会 
３３０－Ａ地区第５９回年次大会 
各委員会 顧問・委員長・副委員長  様 
各分科会 顧問・委員長・副委員長   様 
 

                           ３３０－Ａ地区 
                            ガバナー  阿久津 隆文 

                               
 

 
３３０－Ａ地区第５９回年次大会・代議員会進行勉強会開催について 

 
拝啓 浅春の候 貴Ｌにおかれましてはご健勝にてご活躍のことと拝察申しあげます。 
 さて、首題の件に関し、下記の要領にて各委員会ならびに分科会の委員長・副委員長の皆

様にお集まりいただき、年次大会当日の各委員会ならびに分科会が実りある会になりますよ

う、進行等の事前打合せをお願い致したいと存じます。 
万障お繰り合わせのうえ、ご出席くださいますようお願い申しあげます。    
（ご出席対象の皆様は、別紙の議事運営構成表の通りです）          敬具 

 
 
記 

 
1．日 時  ： 

           
２０１３年４月８日（月） １３：００～１５：００ 

2．場 所  ： 

            東京都港区芝公園３－３－１  
東京プリンスホテル 「プロビデンス」 

            電話 ０３－３４３２－１１１１ 
 
3．ご出欠について ： 下記にご記入のうえ、３月２６日（火）まで

局までＦＡＸ（０３－５３３０－３３７０）にてご返信ください。 
にキャビネット事務 

※会場設営準備の都合上、必ず期日までにご返信をお願い致します。 

 

以上 
 
 
同文送付先 ： 第１・第２副地区ガバナー、年次大会委員会，キャビネット幹事団 
 
 

 
３３０－Ａ地区第５９回年次大会・代議員会進行勉強会 

２０１３年４月８日（月） １３：００～１５：００ 
 
 

ご出席          ご欠席 
 

 
 

役職名                  Ｌ名                



2013/2/28現在

　　　　議　長（大会会長）　  阿久津隆文　　　　　　　大会幹事　　藤井　清一

　　　　副議長（大会副会長）　鈴木　定光　　　　　　　大会会計　　細川　孝雄

　　　　副議長（大会副会長）　塩月藤太郎　　　　　　　　　

　　※色付きの方々…ホスト

藤井　清一（キャビネット幹事） 桜門

細川　孝雄（キャビネット会計） 赤坂 中野　了 渋谷

伊藤　侑希子 関東 （元地区ガバナー）

花岡　光生 葵 飯田　善彦 荒川

瀧　實 高輪 （元地区ガバナー）

加藤　宣雄 調布

岩城　正明（会員増強委員会委員長） 千代田

戸部　研一（青年アカデミー委員会委員長） 数寄屋橋 菅原　雅雄 堀留

蓮沼　建治
（青少年・ﾚｵ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長）

江戸川南
（元地区ガバナー）

島田　益吉（献血・骨髄移植委員会委員長） さぎそう 塩田　勇昭 巣鴨

宮本　慶文（緊急アラート委員会委員長） 荒川西 （元地区ガバナー）

杉山　南見夫（法人化検討推進委員会委員長） 青梅

橋本　光祥（選挙管理委員会副委員長） 豊新

渡辺　専太郎（選挙管理委員会副委員長） 麹町

小島　勝利（選挙管理委員会副委員長） 江戸川

野村　栄樹（選挙管理委員会副委員長） 飯田橋

山田　健一（選挙管理委員会副委員長） 福生 山浦　晟暉 新宿

中島　髙章（選挙管理委員会委員） 日本橋 （元地区ガバナー）

外山　一宏（選挙管理委員会委員） 新橋

廣谷　慎一（選挙管理委員会委員） 赤坂

衣笠　博介（選挙管理委員会委員） 桜門

木下　榮弘（選挙管理委員会委員） 荒川西

浦口　純（選挙管理委員会委員） 赤羽 渡辺　豊隆 紀尾井町

荒木　貞雄（選挙管理委員会委員） 石泉 （元地区ガバナー）

横山　莊司（選挙管理委員会委員） 目白

有山　賢（選挙管理委員会委員） 巣鴨

黒澤　清和（選挙管理委員会委員） 目黒

竹本　裕美（選挙管理委員会委員） 新宿東

山口　美生（選挙管理委員会委員） 国立

高橋　芳子（１Ｒ・ＲＣ） みやこ

和田　昇三（２Ｒ・ＲＣ） 堀留

上野　滋朗（４Ｒ・ＲＣ） 法政

石田　健（５Ｒ・ＲＣ） 江戸川東 小坂　哲瑯 日比谷

北條　章宏（６Ｒ・ＲＣ） 上野 （元地区ガバナー）

内田　照男（７Ｒ・ＲＣ） 志村

奥山　慎（８Ｒ・ＲＣ） 駒込 森田　浩一郎 上野

西村　茂行（９Ｒ・ＲＣ） 目黒 （元地区ガバナー）

中江　勁（１０Ｒ・ＲＣ） 代々木

山岡　祥宏（１１Ｒ・ＲＣ） 新都心

中山　道則（１２Ｒ・ＲＣ） 町田クレイン

大塚　鉞一（１３Ｒ・ＲＣ） 小平

吉岡　忠（１４Ｒ・ＲＣ） 瑞穂

３３０－Ａ地区　第５９回年次大会　議事運営構成表

委　員　会 委 員 長 副　委　員　長 顧　問

地区ガバナー、
第１及び

第２副地区ガバナー
指名・選挙

浅野　憲一
（選挙管理委員会

委員長）
青山

資　格　審　査 本橋　光一郎 銀座

駒込
奥山　慎

（８Ｒ・ＲＣ）
議　事　運　営

決　　　　議
橘　薫

（３Ｒ・ＲＣ）
麹町



2013/2/28現在

草川　重良（２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 京橋 石井　征二 八王子陵東

木下　満（２Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 銀座 （元地区ガバナー）

大津　邦芳（１４Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 八王子中央 中野　了 渋谷

野﨑　進（１４Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 秋川 （元地区ガバナー）

杉山　南見夫（法人化検討推進委員会委員長） 青梅 吉岡　忠 瑞穂
（１４Ｒ・ＲＣ）

遠山　俊男（１３Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 横田 山口　桂造
（元地区ガバナー）

上野

菊池　清一（１３Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 西東京 河合　悦子
（元地区ガバナー）

みやこ

守谷　光正（会計監査） 大森 高橋　芳子
（１Ｒ・ＲＣ）

みやこ

渡辺　忠司（会計監査） 杉並東

芳澤　幸男（１Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 千代田

奥田　正夫（１Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 番町 山浦　晟暉
（元地区ガバナー）

新宿

鈴木　令子（１Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 蒼天 大石　誠
（前地区ガバナー）

数寄屋橋

岩城　正明（会員増強委員会委員長） 千代田 森田　浩一郎
（元地区ガバナー）

上野

佐々木　洋文（クラブサクセス委員会委員長） 中野 上野　滋朗
（４Ｒ・ＲＣ）

法政

杉村　基（エクステンション委員会委員長） キング

小川　晶子
（家族会員・ﾗｲｵﾝｽﾞｶｰﾄﾞ推進委員会委員長）

ウィル

平林　茂（４Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） センチュリー

藤井　良一（４Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 江東南 中村　保彦
（元地区ガバナー）

上野東

溝渕　利幸（４Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 白門 渡辺　豊隆
（元地区ガバナー）

紀尾井町

木島　庄市（指導力育成委員会委員長） 城東 石田　健
（５Ｒ・ＲＣ）

江戸川東

戸部　研一（青年アカデミー委員会委員長） 数寄屋橋

宮澤　千昭（１２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 調布 中島　洋吉 柳橋

吉松　欽也（１２Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 町田 （元地区ガバナー）

柴田　誠（広報委員会委員長） 新都心 飯田　善彦 荒川
向井　忠義
（ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員
長）

三鷹
（元地区ガバナー）

瀬尾　正弘
（地区ＧＬＴ
コーディネー

ター）

板橋西

政策・中長期計画／
会則・会員・組織連携／

法人化検討推進

和田　昇三
（２Ｒ・ＲＣ）

堀留

経理
大塚　鉞一

（１３Ｒ・ＲＣ）
小平

会員増強／クラブサクセ
ス／エクステンション／
家族会員・ライオンズ

カード推進

副　委　員　長 顧　問分　科　会 委 員 長

日下　勲
（地区ＧＭＴ
コーディネー

ター）

成城

指導力育成／
青年アカデミー

広報／
ＩＴ合理化事務局緊急対

応

中山　道則
（１２Ｒ・ＲＣ）

町田
クレイン



2013/2/28現在

三宅　泰雄（３Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 浜松町

李　完植（３Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 王仁 宇田川　雄弘 練馬

田中　隆三（３Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 赤坂 （元地区ガバナー）

伊東　亨（８Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 豊島 塩田　勇昭 巣鴨

野口　正二郎（８Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 文京 （元地区ガバナー）

西野　実（９Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 蒲田 菅原　雅雄 堀留

林田　喜久子（９Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） GAIA （元地区ガバナー）

小堀　光由（ＬＣＩＦ委員会委員長） 芝 奥山　慎 駒込

今井　文彦（国際協調委員会委員長） 巣鴨 （８Ｒ・ＲＣ）

下川　浩（国際大会参加委員会委員長） 大森

小島　正義（７Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 荒川西 今井　三和 京橋

浦野　久雄（７Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 板橋西 （元地区ガバナー）

泉田　恒夫（７Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 練馬西 見上　良也 愛宕山

森本　憲治（環境保全委員会委員長） 八王子高尾 （元地区ガバナー）

宮本　慶文（緊急アラート委員会委員長） 荒川西

赤池　元夫（５Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 亀有

桐井　義則（５Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 江戸川東 森山　勇 立川

橋本　初雄（５Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 足立中央 （元地区ガバナー）

青木　秀壽（１０Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 渋谷 小坂　哲瑯 日比谷

進藤　義夫（１０Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 世田谷 （元地区ガバナー）

中村　善子（１０Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 成城 富田　純明 目黒

蓮沼　建治
（青少年・ﾚｵ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長）

江戸川南
（元地区ガバナー）

柳屋　隆（薬物乱用防止委員会委員長） 渋谷 橘　薫 麹町

青木　秀茂（ＹＥ委員会委員長） 吉祥寺 （３Ｒ・ＲＣ）

池田　和司
（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致支援委員会委員
長）

桜門

飯間　秀男（６Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 浅草

藁谷　和家（６Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 鶯谷 池崎　道男 東京

逸見　正樹（１１Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 新都心 （元地区ガバナー）

内藤　千秋（１１Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 高井戸 岡野　忠生 日本橋

永井　聡（１１Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 新宿御苑 （元地区ガバナー）

大島　一夫
（献眼・献腎・臓器移植委員会委員長）

上野
山岡　祥宏 新都心

島田　益吉（献血・骨髄移植委員会委員長） さぎそう
（１１Ｒ・ＲＣ）

野々　晴久
（社会福祉・障がい者支援委員会委員長）

玉川

副　委　員　長 顧　問分　科　会 委 員 長

志村

アクティビティⅡ

（環境保全、
緊急アラート）

西村　茂行
（９Ｒ・ＲＣ）

目黒

アクティビティⅠ

（ＬＣＩＦ、国際協調、
国際大会参加）

内田　照男
（７Ｒ・ＲＣ）

北條　章宏
（６Ｒ・ＲＣ）

上野

アクティビティⅣ

中江　勁
（１０Ｒ・ＲＣ）

代々木

アクティビティⅢ

（献眼・献腎・臓器移
植、献血・骨髄移植、社
会福祉・障がい者支援）

（青少年・レオ・ライオ
ンズクエスト、薬物乱用
防止、ＹＥ、オリンピッ
ク・パラリンピック招致

支援）
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