
 

 

２０１６年２月１８日 
ライオンズクラブ国際協会 
３３０－Ａ地区第６２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  近藤 正彦 

                               
 

３３０－Ａ地区第６２回年次大会・代議員会進行勉強会開催について 
 

 
拝啓 向春の候 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  ： ２０１６年３月３０日（水） １５：００～１６：００ 
           
2．場 所  ： 新宿京王プラザホテル  南館５階「エミネンス」 
            東京都新宿区西新宿２－２－１ 
            電話 ０３－３３４４－０１１１ 
 
3．ご出欠について ： 下記にご記入のうえ、３月１５日（火）までにキャビネット事務 

局までＦＡＸ（０３－５３３０－３３７０）にてご返信ください。 

※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６２回年次大会・代議員会進行勉強会 
 
 

ご出席          ご欠席 
 

 
 

役職名                  Ｌ名                



【表１】

三宅 泰雄(YCE委員会委員長) 浜松町

大原 紘子(女性参画・レオ推進委員会委員長) 玉川
阿久津 隆文 赤坂

井口 修一(LCIF推進委員会委員長) 高輪
（元地区ガバナー）

河田 弘昭(国際協調・モンゴル友好委員会委員長) 吉祥寺
飯田 善彦 荒川

上野 繁幸(献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会委員長) 江戸川
（元地区ガバナー）

御厨 正敬(社会福祉・障がい者支援委員会委員長) 江戸川東

久保田 明雄(緊急援助震災支援委員会委員長) 赤羽

荒木 貞雄(会員増強・エクステンション委員会委員長) 石泉
見上 良也 愛宕山

脇村 孝友(指導力育成委員会委員長) 晴海
（元地区ガバナー）

鈴木 順一(環境保全委員会委員長) 八王子陵東
富田 純明 目黒

坪谷 茂(会員交流・次世代リーダー育成委員会委員長) 平成
（元地区ガバナー）

峰村 篤(青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会委員長) 江戸川中央

足立 宏道（政策・計画・会則委員会副委員長） 柳橋

橋本 和夫（政策・計画・会則委員会副委員長） 上野

川口 学（政策・計画・会則委員会副委員長） 羽田
小坂 哲瑯 日比谷

杉田 昇（政策・計画・会則委員会副委員長） 吉祥寺
（元地区ガバナー）

倉持 明夫（政策・計画・会則委員会副委員） 桜門

伊藤 尚（政策・計画・会則委員会副委員） 白門
菅原 雅雄 堀留

小池 民生（政策・計画・会則委員会副委員） 光が丘
（元地区ガバナー）

相野谷 信之（政策・計画・会則委員会副委員） 代官山

鶴田 實（政策・計画・会則委員会副委員） 田無

高桑 昌彦(2RRC) 数寄屋橋

小堀 光由(3RRC) 芝

佐久間 洋一(4RRC) 駿河台

原田 貞機(5RRC) 江戸川

丸山 眞司(6RRC) 浅草
中野 了 渋谷

篠 順三(7RRC) けやき
（元地区ガバナー）

大塚 公彦(8RRC) セイシン

西野 実(9RRC) 蒲田

諸見里 清(10RRC) 世田谷

畦地 秀明(11RRC) 新宿

小金 寿男(12RRC) 稲城多摩

川島 政義(13RRC) 国分寺

佐藤 外次(14RRC) 日野

副委員長

議　事　運　営
元田 秀治

(政策・計画・会則
委員会委員長)

鶯谷

委　員　会 委 員 長 顧　問

資　格　審　査
津村 信彦

(薬物乱用防止委
員会委員長)

八王子陵東

決　　　　議
清水 峰次

(1RRC)
千代田

地区ガバナー、
第1及び第2副地区ガバナー

指名・選挙管理

織本 真一郎
（選挙管理
委員会
委員長)

豊島

３３０－Ａ地区　第６２回年次大会　議事運営構成表
　　議　長（大会会長）　  近藤　正彦　　　　　　　　大会幹事　　進藤　義夫

　　副議長（大会副会長）　村木　秀之　　　　　　　　大会会計　　矢田部　満

　　副議長（大会副会長）　細川　孝雄　　　　　　　　　



【表１】

緒方 孝則（１R3ZZC) 葵
山浦 晟暉 新宿

宍倉 克美（5R1ZZC) 江北
（元地区ガバナー）

小堀 光由 芝
堀田 和男（6R3ZZC) 鶯谷

池崎 道男 東京
(3RRC)

宇田川 好信（11R3ZZC) 大江戸
（元地区ガバナー）

元田 秀治（政策・計画・会則委員会委員長） 鶯谷 小金 寿男（12RRC) 稲城多摩

池田 和司（組織連携・事務所移転検討委員会委員長） 桜門

中川 正文（2R1ZZC) 日本橋

岩田 護（4R3ZZC) ｾﾝﾄポール
飯田 善彦 荒川

佐久間 洋一 駿河台
中島 勝正（5R3ZZC) 西新井

（元地区ガバナー）

(4RRC)
松村 憲（7R1ZZC) 北

宇田川 雄弘 練馬

吉田 實（会計監査） 文京
（元地区ガバナー）

吉田 宗一郎（会計監査） 武蔵野

鈴木 令子（ＦＷＴｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 蒼天
大石 誠 数寄屋橋

石渡 幸雄（4R2ZZC) 江東南
（元地区ガバナー）

伊賀 則夫 葵
堺田 明美（9R1ZZC） ウイング

中野 了 渋谷
（ＧＭＴ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 楠本 博志（11R2ZZC) 杉並
（元地区ガバナー）

吉田 範行（12R1ZZC) 調布
塩月 藤太郎 田無

荒木 貞雄（会員増強・エクステンション委員会委員長） 石泉
（前地区ガバナー）

大原 紘子（女性参画・レオ推進委員会委員長） 玉川 清水 峰次(1RRC) 千代田

清水 義久（6R1ZZC) 飛翔
岡野 忠生 日本橋

小林 幸栄（8R1ZZC) ｻﾝｼｬｲﾝ
（元地区ガバナー）

橋口 啓一 葵
飯田 健雄（12R2ZZC) 町田中央

中島 洋吉 柳橋
（ＧＬＴ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 山本 康弘（ｸﾗﾌﾞｻｸｾｽ・CEP・会員維持委員会委員長） 世田谷
（元地区ガバナー）

脇村 孝友（指導力育成委員会委員長） 晴海
畦地 秀明（11RRC) 新宿

坪谷 茂（会員交流・次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成委員会委員長） 平成

阿部 かな子(FWT副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/CAP委員会委員長) ピース

伊賀 保夫（1R2ZZC) ピース 見上 良也
(元地区ガバナー）

愛宕山

高桑昌彦 数寄屋橋
柴田 誠（11R1ZZC) 新都心

石井 征二
（元地区ガバナー）

八王子陵東

（2RRC)
野口 和夫（14R2ZZC) 福生 西野 実（9RRC) 蒲田

赤尾 嘉晃（広報情報委員会委員長） 豊新 川島 政義（13RRC) 国分寺

荻野 桂一（IT委員会委員長） 神楽坂

顧　問

ｸﾗﾌﾞｻｸｾｽ･CEP･会員維持／
指導力育成／

会員交流･次世代ﾘｰﾀﾞｰ育成／
ｸﾗﾌﾞｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（CAP）

広報情報／IT

政策・計画・会則／
組織連携・事務所移転検討

副委員長

経理

分　科　会 委 員 長

会員増強・エクステンション
／女性参画・レオ推進



【表１】

山口 新一（1R1ZZC) 丸の内
今井 三和 京橋

岡田 佳廣（4R1ZZC) 本所
（元地区ガバナー）

諸見里 清 世田谷
窪村 幸子（7R3ZZC) ウィル

阿久津 隆文 赤坂
(10RRC)

井口 修一（LCIF推進委員会委員長） 高輪
（元地区ガバナー）

河田 弘昭（国際協調・モンゴル委員会委員長） 吉祥寺
森田 浩一郎 上野

増田 克哉（国際大会参加委員会委員長） 八王子高尾
（元地区ガバナー）

髙橋 のり子（2R2ZZC) 尾張町
富田 純明 目黒

根津 万寿夫（5R2ZZC) 江戸川南
（元地区ガバナー）

小倉 豊（9R2ZZC) ウエスト
河合 悦子 みやこ

梶原 正和 小金井
峰村 篤（青少年健全育成・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長） 江戸川中央

（元地区ガバナー）

（100周年
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 津村 信彦（薬物乱用防止委員会委員長） 八王子陵東

鈴木 定光 江東南

三宅 泰雄（YCE委員会委員長） 浜松町
（元地区ガバナー）

清口 猛（オリンピック・パラリンピック支援委員会委員長） 深川

戸田 一郎（100周年記念祝祭委員会委員長） 麻布

岡 治彦（3R3ZZC) 六本木
小坂 哲瑯 日比谷

根本 二郎（8R2ZZC) 飯田橋
（元地区ガバナー）

篠 順三 けやき
田村 豊也（10R1ZZC) 山手

菅原 雅雄 堀留
（7RRC)

渡辺 才司（13R1ZZC) 国分寺
（元地区ガバナー）

鈴木 順一（環境保全委員会委員長） 八王子陵東 丸山 眞司（6RRC） 浅草

久保田 明雄（緊急援助震災支援委員会） 赤羽

須藤 修（3R1ZZC) 芝
中村 保彦 上野東

田中 清（3R2ZZC) 虎ノ門
（元地区ガバナー）

佐藤 外次 日野
小泉 重光（7R2ZZC) 板橋西

山口 桂造 上野
（14RRC)

川津 義憲（10R2ZZC) 三軒茶屋
（元地区ガバナー）

甲斐 康歳（13R2ZZC) 西東京 原田 貞機（5RRC) 江戸川

橋本 秀一（14R1ZZC) 八王子陵東 大塚 公彦（8RRC) セイシン

上野 繁幸（献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会委員長） 江戸川

御厨 正敬（社会福祉・障がい者支援委員会委員長） 江戸川東

※クラブから代議員登録をされない場合は、「代議員ホスト」として分科会にご出席いただきますので、代議員ホストのご登録をお願いいたします。

※当日は代議員ホスト受付を設置いたします。

分　科　会 委 員 長

アクティビティⅣ

アクティビティⅢ

（環境保全／
緊急援助震災支援）

(献血･献眼･献腎･骨髄移植／
社会福祉・障がい者支援)

アクティビティⅠ

アクティビティⅡ

(青少年健全育成･ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ
／薬物乱用防止／YCE／
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ支援／

100周年記念祝祭)

（LCIF推進／
国際協調・モンゴル友好／

国際大会参加）

顧　問副委員長


