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役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

地区ガバナー 村木 秀之 ムラキ ヒデユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

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

国際協会モンゴルコーディネーター・
元地区ガバナー･名誉顧問

今井 三和 イマイ ミツカズ 東京京橋 2R-1Z

LCIFエリアコーディネーター（東日本担当）・
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エリアリーダー（東日本） 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
（前複合地区ガバナー協議会議長）

近藤 正彦 コンドウ マサヒコ 東京八王子陵東 14R-1Z

第１副地区ガバナー 細川 孝雄 ホソカワ タカオ 東京赤坂 3R-3Z

第２副地区ガバナー 今井 文彦 イマイ フミヒコ 東京巣鴨 8R-2Z

キャビネット幹事 篠 順三 シノ ジュンゾウ 東京けやき 7R-2Z

キャビネット会計 田中 忠男 タナカ タダオ 東京江戸川東 5R-2Z

ガバナー補佐 高桑 昌彦 タカクワ マサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

ガバナー補佐 遠山 俊男 トオヤマ トシオ 東京横田 13R-1Z

GMT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 橋口 啓一 ハシグチ ケイイチ 東京葵 1R-3Z

FWT(家族及び女性チーム）330-A地区コーディネーター 鈴木 令子 スズキ レイコ 東京蒼天 2R-3Z

FWT(家族及び女性チーム）330-A地区副コーディネーター 阿部 かな子 アベ カナコ 東京ピース 1R-2Z

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 中島 進 ナカジマ ススム 東京紀尾井町 1R-2Z

2Rリジョン・チェアパーソン 草川 重良 クサカワ シゲヨシ 東京京橋 2R-1Z

3Rリジョン・チェアパーソン 浅井 洋一郎 アサイ ヨウイチロウ 東京新橋 3R-1Z

4Rリジョン・チェアパーソン 松本 光史 マツモト コウジ 東京江東 4R-2Z

5Rリジョン・チェアパーソン 高橋 芳久 タカハシ ヨシヒサ 東京江戸川中央 5R-2Z

6Rリジョン・チェアパーソン 平澤 勝弘 ヒラサワ カツヒロ 東京上野東 6R-2Z

7Rリジョン・チェアパーソン 星野 宏一 ホシノ コウイチ 東京光が丘 7R-3Z

8Rリジョン・チェアパーソン 橋本 光祥 ハシモト ミツヨシ 東京豊新 8R-1Z

9Rリジョン・チェアパーソン 谷山 光俊 タニヤマ ミツトシ 東京ウエスト 9R-2Z

10Rリジョン・チェアパーソン 柳屋 隆 ヤナギヤ タカシ 東京渋谷 10R-1Z

11Rリジョン・チェアパーソン 村山 義雄 ムラヤマ ヨシオ 東京杉並東 11R-2Z

12Rリジョン・チェアパーソン 瀧川 清人 タキガワ キヨヒト 東京吉祥寺 12R-1Z

13Rリジョン・チェアパーソン 渡部 富夫 ワタナベ トミオ 東京田無 13R-2Z

14Rリジョン・チェアパーソン 野﨑 進 ノザキ ススム 東京秋川 14R-2Z

1R-1Zゾーン・チェアパーソン 中島 庸介 ナカジマ ヨウスケ 東京千代田 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 吉岡 龍見 ヨシオカ タツミ 東京番町 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 斎藤 和孝 サイトウ カズタカ 東京葵 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 菊池 和一 キクチ カズイチ 東京浜町 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 肥田野 晴三 ヒダノ ハルミツ 東京平成 2R-2Z

２Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 西澤 隆廣 ニシザワ タカヒロ 東京ワンハンドレッド 2R-3Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 栗山 匡司 クリヤマ マサシ 東京浜松町 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 蟹江 康夫 カニエ ヤスオ 東京麻布 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 後藤 満 ゴトウ ミツル 東京神宮 3R-3Z

4R-1Zゾーン・チェアパーソン 林 恒雄 ハヤシ ツネオ 東京墨東 4R-1Z
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4R-2Zゾーン・チェアパーソン 渋川 嘉秋 シブカワ ヨシアキ 東京江東南 4R-2Z

4R-3Zゾーン・チェアパーソン 星野 紘紀 ホシノ コウキ 東京白門 4R-3Z

5R-1Zゾーン・チェアパーソン 小林 良吉 コバヤシ リョウキチ 東京葛飾 5R-1Z

5R-2Zゾーン・チェアパーソン 並木 孝行 ナミキ タカユキ 東京江戸川中央 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 松野 敬宣 マツノ タカノリ 東京足立中央 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 菱岡 敏光 ヒシオカ トシミツ 東京浅草 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 中山 仁 ナカヤマ ヒトシ 東京上野東 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 久保田 明雄 クボタ アキオ 東京赤羽 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 木島 克已 キジマ カツミ 東京志村 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 和﨑 健治 ワサキ ケンジ 東京練馬 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 若林 博史 ワカバヤシ ヒロシ 東京池袋 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 荻野 桂一 オギノ ケイイチ 東京神楽坂 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 水野 剛 ミズノ タケシ 東京品川 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 野村 起成 ノムラ タツナリ 東京レスキュー 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 上田 満雄 ウエダ ミツオ 東京神宮前 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 山本 康弘 ヤマモト ヤスヒロ 東京世田谷 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 中井 正力 ナカイ マサリキ 東京新宿 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 宇田川 直子 ウダガワ ナオコ 東京中野 11R-2Z

11R-3Zゾーン・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-1Zゾーン・チェアパーソン 青木 秀茂 アオキ ヒデシゲ 東京吉祥寺 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 前田 康英 マエダ ヤスヒデ 東京町田 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 菊地 茂 キクチ シゲル 武蔵村山 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 鶴田 實 ツルタ ミノル 東京田無 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 裕司 イトウ ユウジ 東京八王子高尾 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 関塚 博美 セキヅカ ヒロミ 東京青梅 14R-2Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員長 佐久間 洋一 サクマ ヨウイチ 東京駿河台 4R-3Z

会員増強委員会 委員長 重信 眞一 シゲノブ シンイチ 東京シティ 10R-2Z

YCE委員会 委員長 島田 益吉 シマダ マスキチ 東京さぎそう 10R-2Z

広報情報委員会 委員長 赤尾 嘉晃 アカオ ヨシアキ 東京豊新 8R-1Z

PR委員会 委員長 戸田 一郎 トダ イチロウ 東京麻布 3R-2Z

IT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 荒木 貞雄 アラキ サダオ 東京石泉 7R-3Z

指導力育成委員会 委員長 野々 晴久 ノノ ハルヒサ 東京玉川 10R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員長 梶 正明 カジ マサアキ 東京羽村 14R-2Z

ＬＣＩＦ推進委員会 委員長 伊賀 則夫 イガ ノリオ 東京葵 1R-3Z

薬物乱用防止特別委員会 委員長 寺田 義和 テラダ ヨシカズ 東京鶯谷 6R-2Z

環境保全委員会 委員長 田中 則雄 タナカ ノリオ 東京桜門 4R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員長 竹花 秀勝 タケハナ ヒデカツ 東京荏原 9R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長 原田 貞機 ハラダ サダキ 東京江戸川 5R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員長 江端 貴子 エバタ タカコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員長 小林 伸光 コバヤシ ノブミツ 東京吉祥寺 12R-1Z

青少年健全育成委員会 委員長 峰村 篤 ミネムラ アツシ 東京江戸川中央 5R-2Z

緊急対策・災害援助委員会 委員長 鈴木 順一 スズキ ジュンイチ 東京八王子陵東 14R-1Z

国際大会参加委員会 委員長 諸見里 清 モロミザト キヨシ 東京世田谷 10R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員長 河田 弘昭 カワタ゛ ヒロアキ 東京吉祥寺 12R-1Z
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東日本・熊本復興支援特別委員会 委員長 河合 悦子 カワイ エツコ 東京みやこ 2R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員長 宮本 慶文 ミヤモト ヨシユキ 東京荒川西 7R-1Z

青年アカデミー委員会 委員長 小野 毅 オノ タケシ 東京サンシャイン 8R-1Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員長 伊賀 保夫 イガ ヤスオ 東京ピース 1R-2Z

100周年記念委員会 委員長 吉田 宗一郎 ヨシダ ソウイチロウ 東京武蔵野 12R-1Z

組織連携・事務所移転検討委員会 委員長 池田 和司 イケダ コウジ 東京桜門 4R-3Z

組織再編・コンプライアンス委員会 委員長 脇村 孝友 ワキムラ タカトモ 東京晴海 2R-2Z

選挙管理委員会 委員長 木島 庄市 キジマ ショウイチ 東京城東 4R-2Z

会計監査 吉田 實 ヨシダ ミノル 東京文京 8R-2Z

会計監査 青木 秀壽 アオキ ヒデトシ 東京渋谷 10R-1Z

キャビネット副幹事 宮本 志づ子 ミヤモト シヅコ 東京紀尾井町 1R-2Z

キャビネット副幹事 鹿野 祥誠 シカノ ヨシサト 東京数寄屋橋 2R-2Z

キャビネット副幹事 林 敦美 ハヤシ アツミ 東京ヒルズ 3R-3Z

キャビネット副幹事 德田 修一 トクダ シュウイチ 東京江東南 4R-2Z

キャビネット副幹事 御厨 正敬 ミクリヤ マサタカ 東京江戸川東 5R-2Z

キャビネット副幹事 小野 隆子 オノ タカコ 東京上野東 6R-2Z

キャビネット副幹事 曽我 幸弘 ソガ ユキヒロ 東京石泉 7R-3Z

キャビネット副幹事 高根澤 輝之 タカネザワ テルユキ 東京セイシン 8R-2Z

キャビネット副幹事 小倉 豊 オグラ ユタカ 東京ウエスト 9R-2Z

キャビネット副幹事 西山 和範 ニシヤマ カズノリ 東京世田谷 10R-2Z

キャビネット副幹事 藤村 拓也 フジムラ タクヤ 東京原宿 10R-1Z

キャビネット副幹事 市岡 隆志 イチオカ タカシ 東京府中 12R-1Z

キャビネット副幹事 佐竹 稲史 サタケ トシフミ 東京横田 13R-1Z

キャビネット副幹事 完山 一範 サダヤマ カズノリ 東京八王子高尾 14R-1Z

キャビネット副会計 薮野 直喜 ヤブノ ナオキ 東京数寄屋橋 2R-2Z


