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役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

地区ガバナー 細川 孝雄 ホソカワ タカオ 東京赤坂 3R-3Z

ライオンズクラブ代表国連薬物担当大使・
元国際理事

山浦 晟暉 ヤマウラ セイキ 東京新宿 11R-1Z

LCIF東日本エリアコーディネーター・
元地区ガバナー･名誉顧問

大石 誠 オオイシ マコト 東京数寄屋橋 2R-2Z

FWT東日本エリアリーダー 小川 晶子 オガワ アキコ 東京ウィル 7R-3Z

前地区ガバナー・名誉顧問会議長 村木 秀之 ムラキ ヒデユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

第１副地区ガバナー 今井 文彦 イマイ フミヒコ 東京巣鴨 8R-2Z

第２副地区ガバナー 伊賀 保夫 イガ ヤスオ 東京ピース 1R-2Z

キャビネット幹事 谷山 光俊 タニヤマ ミツトシ 東京ウエスト 9R-2Z

キャビネット会計 荻野 桂一 オギノ ケイイチ 東京神楽坂 8R-2Z

GSTコーディネーター 進藤 義夫 シンドウ ヨシオ 東京世田谷 10R-2Z

GLTコーディネーター 佐久間 洋一 サクマ ヨウイチ 東京駿河台 4R-3Z

GMTコーディネーター 橋本 光祥 ハシモト ミツヨシ 東京豊新 8R-1Z

FWTコーディネーター 阿部 かな子 アベ カナコ 東京ピース 1R-2Z

FWT副コーディネーター 島田 光子 シマダ ミツコ 東京さぎそう 10R-2Z

100周年記念コーディネーター 梶原 正和 カジワラ マサカズ 東京小金井 13R-1Z

1Rリジョン・チェアパーソン 追原 篤男 オイハラ トクオ 東京 1R-1Z

2Rリジョン・チェアパーソン 戸部 研一 トベ ケンイチ 東京数寄屋橋 2R-2Z

3Rリジョン・チェアパーソン 田中 隆三 タナカ リュウゾウ 東京赤坂 3R-3Z

4Rリジョン・チェアパーソン 藤井 良一 フジイ リョウイチ 東京江東南 4R-2Z

5Rリジョン・チェアパーソン 桐井 義則 キリイ ヨシノリ 東京江戸川東 5R-2Z

6Rリジョン・チェアパーソン 清水 義久 シミズ ヨシヒサ 東京飛翔 6R-1Z

7Rリジョン・チェアパーソン 山口 勝一 ヤマグチ カツイチ 東京中央南 7R-1Z

8Rリジョン・チェアパーソン 中村 安次 ナカムラ ヤスジ 東京巣鴨 8R-2Z

9Rリジョン・チェアパーソン 竹花 秀勝 タケハナ ヒデカツ 東京荏原 9R-1Z

10Rリジョン・チェアパーソン 中村 善子 ナカムラ ヨシコ 東京成城 10R-2Z

11Rリジョン・チェアパーソン 古川 竜也 フルカワ タツヤ 東京キング 11R-3Z

12Rリジョン・チェアパーソン 吉田 宗一郎 ヨシダ ソウイチロウ 東京武蔵野 12R-1Z

13Rリジョン・チェアパーソン 田野倉 和己 タノクラ カズミ 東京立川 13R-1Z

14Rリジョン・チェアパーソン 鈴木 順一 スズキ ジュンイチ 東京八王子陵東 14R-1Z

1R-1Zゾーン・チェアパーソン 児玉 金之助 コダマ キンノスケ 東京馬場先門 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 礒崎 元彦 イソザキ モトヒコ 東京桜田門 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 今井 龍司 イマイ リュウジ 東京葵 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 小林 眞理子 コバヤシ マリコ 東京MINATO21 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 山田 春雄 ヤマダ ハルオ 東京銀座 2R-2Z

2R-3Zゾーン・チェアパーソン 栗原 敏直 クリハラ トシナオ 東京みやこ 2R-3Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 牧野 剛嗣 マキノ ゴウジ 東京2020 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 岩津 英資 イワツ エイシ 東京霞ヶ関 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 廣瀬 譲 ヒロセ ジョウ 東京ヒルズ 3R-3Z

4R-1Zゾーン・チェアパーソン 岩井 峰髙 イワイ ミネタカ 東京センチュリー 4R-1Z

4R-2Zゾーン・チェアパーソン 杉浦 富夫 スギウラ トミオ 東京城東 4R-2Z

4R-3Zゾーン・チェアパーソン 阿部 正行 アベ マサユキ 東京駿河台 4R-3Z

5R-1Zゾーン・チェアパーソン 石原 義大 イシハラ ヨシオ 東京亀有 5R-1Z
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5R-2Zゾーン・チェアパーソン 茅島 純一 カヤシマ ジュンイチ 東京江戸川東 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 関口 和男 セキグチ カズオ 東京足立 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 宇田川 孚 ウダガワ マコト 東京蔵前 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 反保 耕二 タンポ コウジ 東京イースト 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 西川 千恵子 ニシカワ チエコ 東京荒川西 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 吉岡 晋 ヨシオカ ススム 東京けやき 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 市川 眞幸 イチカワ マサキ 東京石泉 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 柳 秀夫 ヤナギ ヒデオ 東京豊島 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 下薗 喜治 シモゾノ キハル 東京セイシン 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 齊藤 勝 サイトウ マサル 東京大森 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 松尾 和英 マツオ カズヒデ 東京五反田 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 大城 満 オオシロ ミツル 東京代官山 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 大原 紘子 オオハラ ヒロコ 東京玉川 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 寺田 一啓 テラダ カズヒロ 東京新都心 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 中田 定男 ナカダ サダオ 東京杉並東 11R-2Z

11R-3Zゾーン・チェアパーソン 前田 信哉 マエダ ノブヤ 東京ハーモニー 11R-3Z

12R-1Zゾーン・チェアパーソン 浅野 晴夫 アサノ ハルオ 東京三鷹 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 高橋 貞一 タカハシ テイイチ 東京町田クレイン 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 平山 和克 ヒラヤマ カズヨシ 東京国立 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 増田 正明 マスダ マサアキ 東京田無 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 芝 憲司 シバ ケンジ 東京桑都 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 高水 謙二 タカミズ ケンジ 東京秋川 14R-2Z

中長期ビジョン委員会 委員長 中嶋 文夫 ナカジマ フミオ 東京吉祥寺 12R-1Z

会員会則委員会 委員長 本橋 光一郎 モトハシ コウイチロウ 東京銀座 2R-2Z

会員増強委員会 委員長 高桑 昌彦 タカクワ マサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

YCE委員会 委員長 須藤 修 スドウ オサム 東京芝 3R-1Z

広報情報委員会 委員長 佐原 幸雄 サハラ ユキオ 東京みやこ 2R-3Z

エクステンション委員会 委員長 内田 嘉人 ウチダ ヨシト 東京キング 11R-3Z

環境委員会 委員長 佐藤 剛 サトウ タケシ 東京八王子中央 14R-1Z

CEP・指導力育成委員会 委員長 柳井 健一 ヤナイ ケンイチ 東京ウエスト 9R-2Z

LCIF推進委員会 委員長 伊賀 則夫 イガ ノリオ 東京葵 1R-3Z

国際情報委員会 委員長 浅井 洋一郎 アサイ ヨウイチロウ 東京新橋 3R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員長 杉原 省吾 スギハラ ショウゴ 東京渋谷 10R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員長 後藤 義英 ゴトウ ヨシヒデ 東京江戸川東 5R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長 川島 富美子 カワシマ フミコ 東京蒼天 1R-3Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員長 葛西 智子 カサイ トモコ 東京神楽坂 8R-2Z

組織連携・再編検討委員会 委員長 池田 和司 イケダ コウジ 東京桜門 4R-3Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員長 大島 一夫 オオシマ カズオ 東京上野 6R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員長 梶 正明 カジ マサアキ 東京羽村 14R-2Z

緊急対策・復興支援委員会 委員長 山田 達 ヤマダ トオル 東京蔵前 6R-1Z

国際大会参加委員会 委員長 御厨 正敬 ミクリヤ マサタカ 東京江戸川東 5R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員長 岩﨑 欽二 イワサキ キンジ 東京一ツ橋 1R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員長 工藤 章 クドウ アキラ 東京九段 8R-2Z

青年アカデミー委員会 委員長 杉村 基 スギムラ モトイ 東京キング 11R-3Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員長 阿久津 隆文 アクツ タカフミ 東京赤坂 3R-3Z
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100周年記念誌委員会 委員長 富田 純明 トミタ スミアキ 東京目黒 9R-2Z

選挙管理委員会 委員長 大鳥 嘉信 オオトリ ヨシノブ 東京葛飾東 5R-1Z

ライオンズクラブソング･コンペティションプロジェクトチームリーダー 坪谷 茂 ツボヤ シゲル 東京平成 2R-2Z

会計監査 中川 正文 ナカガワ マサフミ 東京日本橋 2R-1Z

会計監査 吉田 實 ヨシダ ミノル 東京文京 8R-2Z

キャビネット事務局長 上野 繁幸 ウエノ シゲユキ 東京江戸川 5R-2Z

キャビネット副事務局長 大類 雅之 オオルイ マサユキ 東京江戸川中央 5R-2Z

キャビネット副幹事 福井 清太 フクイ セイタ 東京葵 1R-3Z

キャビネット副幹事 宇田 英樹 ウダ ヒデキ 東京銀座 2R-2Z

キャビネット副幹事 湯川 麻美子 ユカワ マミコ 東京赤坂 3R-3Z

キャビネット副幹事 藤本 英樹 フジモト ヒデキ 東京本所 4R-1Z

キャビネット副幹事 高橋 淳 タカハシ ジュン 東京江戸川 5R-2Z

キャビネット副幹事 根岸 久美子 ネギシ クミコ 東京上野南 6R-2Z

キャビネット副幹事 小泉 重光 コイズミ シゲミツ 東京板橋西 7R-2Z

キャビネット副幹事 高木 千明 タカギ チアキ 東京豊新 8R-1Z

キャビネット副幹事 堺田 明美 サカイダ アケミ 東京ウイング 9R-1Z

キャビネット副幹事 萩原 俊長 ハギワラ トシナガ 東京シティ 10R-2Z

キャビネット副幹事 髙橋 昌幸 タカハシ マサユキ 東京新都心 11R-1Z

キャビネット副幹事 山本 憲一 ヤマモト ケンイチ 東京吉祥寺 12R-1Z

キャビネット副幹事 江野上 孝一 エノガミ コウイチ 東京立川 13R-1Z

キャビネット副幹事 安和 和洋 アワ カズヒロ 東京八王子陵東 14R-1Z

キャビネット副会計 半谷 英治 ハンヤ エイジ 東京江東南 4R-2Z


