
330-A地区選出複合地区役員 2016/8/8現在

役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

ガバナー協議会副議長・会計 村木 秀之 ムラキ ヒデユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

ガバナー協議会参与 細川 孝雄 ホソカワ タカオ 東京赤坂 3R-3Z

ガバナー協議会参与 今井 文彦 イマイ フミヒコ 東京巣鴨 8R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 副委員長 坪谷 茂 ツボヤ シゲル 東京平成 2R-2Z

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

ガバナー協議会運営委員会 委員 鹿野 祥誠 シカノ ヨシサト 東京数寄屋橋 2R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 田中 忠男 タナカ タダオ 東京江戸川東 5R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 篠 順三 シノ ジュンゾウ 東京けやき 7R-2Z

会則･会員委員会 副委員長 夏目 幸生 ナツメ サチオ 東京秋葉原 6R-1Z

会則･会員委員会 副委員長 元田 秀治 モトダ ヒデハル 東京鶯谷 6R-2Z

会則･会員委員会 委員 中村 和男 ナカムラ カズオ 東京杉並東 11R-2Z

会則･会員委員会 委員 利根川 進 トネガワ ススム 東京日野 14R-1Z

会員増強･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 2R-3Z

会員増強･エクステンション委員会 副委員長 高麗 伸三 コウマ シンゾウ 東京けやき 7R-2Z

会員増強･エクステンション委員会 委員 荒木 貞雄 アラキ サダオ 東京石泉 7R-3Z

会員増強･エクステンション委員会 委員 重信 眞一 シゲノブ シンイチ 東京シティ 10R-2Z

会員増強･エクステンション委員会 委員 小島 清隆 コジマ キヨタカ 東京剣道 11R-2Z

クラブサクセス･維持委員会 副委員長 知野 秀雄 チノ ヒデオ 東京晴海 2R-2Z

クラブサクセス･維持委員会 副委員長 黒田 幹雄 クロダ ミキオ 東京虎ノ門 3R-2Z

クラブサクセス･維持委員会 委員 橋本 隆夫 ハシモト タカオ 東京ヒルズ 3R-3Z

クラブサクセス･維持委員会 委員 大竹 信硡 オオタケ ノブヒロ 東京新宿 11R-1Z

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

指導力育成･青年アカデミー委員会 副委員長 中江 勁 ナカエ ケイ 東京代々木 10R-1Z

指導力育成･青年アカデミー委員会 副委員長 石井 祐治 イシイ ユウジ 東京中野 11R-2Z

指導力育成･青年アカデミー委員会 委員 中島 髙章 ナカジマ タカアキ 東京日本橋 2R-1Z

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

指導力育成･青年アカデミー委員会 委員 野々 晴久 ノノ ハルヒサ 東京玉川 10R-2Z

環境保全･社会福祉委員会 副委員長 丸山 眞司 マルヤマ シンジ 東京浅草 6R-1Z

環境保全･社会福祉委員会 副委員長 関 真一郎 セキ シンイチロウ 東京田園調布 10R-2Z

環境保全･社会福祉委員会 委員 田中 則雄 タナカ ノリオ 東京桜門 4R-3Z

環境保全･社会福祉委員会 委員 竹花 秀勝 タケハナ ヒデカツ 東京荏原 9R-1Z

環境保全･社会福祉委員会 委員 沼田 卓一 ヌマタ タクイチ 東京神宮前 10R-1Z

中長期ビジョン･財政問題検討委員会 副委員長 家喜 凱雄 イエキ ヨシオ 東京杉並東 11R-2Z

中長期ビジョン･財政問題検討委員会 副委員長 野崎 武 ノザキ タケシ 東京青梅 14R-2Z

中長期ビジョン･財政問題検討委員会 委員 山口 軍次 ヤマグチ グンジ 東京番町 1R-2Z

中長期ビジョン･財政問題検討委員会 委員 佐久間 洋一 サクマ ヨウイチ 東京駿河台 4R-3Z

中長期ビジョン･財政問題検討委員会 委員 竹本 裕美 タケモト ヒロミ 東京新宿東 11R-3Z

マーケティング･コミュニケーション委員会 副委員長 荘 英隆 ソウ ヒデタカ 東京恵比寿 10R-1Z

マーケティング･コミュニケーション委員会 副委員長 藤村 貞夫 フジムラ サダオ 東京三軒茶屋 10R-2Z

マーケティング･コミュニケーション委員会 委員 佐原 幸雄 サハラ ユキオ 東京みやこ 2R-3Z

マーケティング･コミュニケーション委員会 委員 赤尾 嘉晃 アカオ ヨシアキ 東京豊新 8R-1Z

マーケティング･コミュニケーション委員会 委員 矢田部 満 ヤタベ ミツル 東京調布 12R-1Z



役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

薬物乱用防止委員会 委員長 近藤 正彦 コンドウ マサヒコ 東京八王子陵東 14R-1Z

薬物乱用防止委員会 副委員長 岩城 正明 イワキ マサアキ 東京千代田 1R-1Z

薬物乱用防止委員会 副委員長 佐藤 外次 サトウ ソトジ 東京日野 14R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 桐井 義則 キリイ ヨシノリ 東京江戸川東 5R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 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 津村 信彦 ツムラ ノブヒコ 東京八王子陵東 14R-1Z

薬物乱用防止委員会 アドバイザー 小坂 哲瑯 コサカ テツロウ 東京日比谷 1R-1Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員長 飯田 善彦 イイダ ヨシヒコ 東京荒川 7R-1Z

青少年･レオ･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･レオ･ライオンズクエスト委員会 副委員長 庄子 守 ショウジ マモル 東京ウエスト 9R-2Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 真﨑 邦雄 マサキ クニオ 東京亀有 5R-1Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 峰村 篤 ミネムラ アツシ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年･レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 小林 伸光 コバヤシ ノブミツ 東京吉祥寺 12R-1Z

ＹＣＥ･国際関係･モンゴル友好委員会 副委員長 三宅 泰雄 ミヤケ ヤスオ 東京浜松町 3R-1Z

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

ＹＣＥ･国際関係･モンゴル友好委員会 委員 山田 達 ヤマダ トオル 東京蔵前 6R-1Z

ＹＣＥ･国際関係･モンゴル友好委員会 委員 島田 益吉 シマダ マスキチ 東京さぎそう 10R-2Z

ＹＣＥ･国際関係･モンゴル友好委員会 委員 河田 弘昭 カワタ゛ ヒロアキ 東京吉祥寺 12R-1Z

女性･家族会員･ライオネス委員会 委員長 中野 了 ナカノ リョウ 東京渋谷 10R-1Z

女性･家族会員･ライオネス委員会 副委員長 朝夷 弘一 アサイナ コウイチ 東京綾瀬 5R-1Z

女性･家族会員･ライオネス委員会 副委員長 大塚 公彦 オオツカ キミヒコ 東京セイシン 8R-2Z

女性･家族会員･ライオネス委員会 委員 江端 貴子 エバタ タカコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

女性･家族会員･ライオネス委員会 委員 宇田川 孚 ウダガワ マコト 東京蔵前 6R-1Z

女性･家族会員･ライオネス委員会 委員 織本 真一郎 オリモト シンイチロウ 東京豊島 8R-1Z

ＬＣＩＦ･緊急援助委員会 副委員長 木下 満 キノシタ ミツル 東京銀座 2R-2Z

ＬＣＩＦ･緊急援助委員会 副委員長 波多野 和夫 ハタノ カズオ 武蔵村山 13R-1Z

ＬＣＩＦ･緊急援助委員会 委員 伊賀 則夫 イガ ノリオ 東京葵 1R-3Z

ＬＣＩＦ･緊急援助委員会 委員 髙橋 長生 タカハシ チョウセイ 東京レスキュー 9R-2Z

ＬＣＩＦ･緊急援助委員会 委員 鈴木 順一 スズキ ジュンイチ 東京八王子陵東 14R-1Z

献血･献眼･献腎･骨髄移植委員会 副委員長 湯田 啓一 ユダ ケイイチ 東京セントポール 4R-3Z

献血･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

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

献血･献眼･献腎･骨髄移植委員会 委員 山口 勝一 ヤマグチ カツイチ 東京中央南 7R-1Z

献血･献眼･献腎･骨髄移植委員会 委員 堂屋敷 淳 ドウヤシキ ジュン 東京スバル 11R-1Z

国際大会委員会 委員長 阿久津 隆文 アクツ タカフミ 東京赤坂 3R-3Z

国際大会委員会 副委員長 下川 浩 シモカワ ヒロシ 東京大森 9R-1Z

国際大会委員会 副委員長 中嶋 文夫 ナカジマ フミオ 東京吉祥寺 12R-1Z

国際大会委員会 委員 益田 康彦 マスダ ヤスヒコ 東京ゴルフ 3R-3Z

国際大会委員会 委員 石田 健 イシダ ケン 東京江戸川東 5R-2Z

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

オリンピック･パラリンピック支援特別委員会 委員長 鈴木 定光 スズキ サダミツ 東京江東南 4R-2Z

オリンピック･パラリンピック支援特別委員会 副委員長 戸部 研一 トベ ケンイチ 東京数寄屋橋 2R-2Z

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

オリンピック･パラリンピック支援特別委員会 委員 清口 猛 セグチ タケシ 東京深川 4R-2Z

オリンピック･パラリンピック支援特別委員会 委員 池田 和司 イケダ コウジ 東京桜門 4R-3Z

オリンピック･パラリンピック支援特別委員会 委員 宮本 慶文 ミヤモト ヨシユキ 東京荒川西 7R-1Z
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複合地区プロトコール委員会 委員長 塩月 藤太郎 シオツキ トウタロウ 東京田無 13R-2Z

複合地区プロトコール委員会 副委員長 渡邉 晃 ワタナベ アキラ 東京スバル 11R-1Z

複合地区プロトコール委員会 副委員長 増田 正明 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ 東京田無 13R-2Z

複合地区プロトコール委員会 委員 大鳥 嘉信 オオトリ ヨシノブ 東京葛飾東 5R-1Z

複合地区プロトコール委員会 委員 高橋 美恵子 タカハシ ミエコ 東京上野南 6R-2Z

複合地区プロトコール委員会 委員 熊野 活行 クマノ カツユキ 東京大江戸 11R-3Z

国際理事支援委員会 副委員長 竹内 博 タケウチ ヒロシ 東京蒲田 9R-1Z

国際理事支援委員会 副委員長 田野倉 和己 タノクラ カズミ 東京立川 13R-1Z

国際理事支援委員会 委員 妹尾 裕夫 セノオ ヒロオ 東京尾張町 2R-2Z

国際理事支援委員会 委員 竹井 壽一 タケイ ジュイチ 東京新宿 11R-1Z

国際理事支援委員会 委員 井上 一二三 イノウエ ヒフミ 東京新宿東 11R-3Z

100周年記念検討委員会 委員長 宇田川 雄弘 ウダガワ カツヒロ 東京練馬 7R-3Z

100周年記念検討委員会 副委員長 日下 勲 クサカ イサオ 東京成城 10R-2Z

100周年記念検討委員会 副委員長 戸田 周良 トダ シュウリョウ 東京町田 12R-2Z

100周年記念検討委員会 委員 戸田 一郎 トダ イチロウ 東京麻布 3R-2Z

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

100周年記念検討委員会 委員 嶋﨑 喜一 シマザキ キイチ 東京調布 12R-1Z

第63回複合地区年次大会委員会 副委員長 鷹箸 貞夫 タカノハシ サダオ 東京尾張町 2R-2Z

第63回複合地区年次大会委員会 副委員長 黒澤 清和 クロサワ キヨカズ 東京目黒 9R-2Z

第63回複合地区年次大会委員会 委員 田原 進 タワラ ススム 東京新橋 3R-1Z

第63回複合地区年次大会委員会 委員 長谷部 雄亮 ハセベ ユウスケ 東京浜松町 3R-1Z

第63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

監査 小坂 哲瑯 コサカ テツロウ 東京日比谷 1R-1Z

GMT330複合地区コーディネーター 石井 征二 イシイ セイジ 東京八王子陵東 14R-1Z

百周年記念330複合地区コーディネーター 富田 純明 トミタ スミアキ 東京目黒 9R-2Z

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


