
２０１８年１月２５日

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区

第６４回年次大会 各分科会委員長 様

３３０－Ａ地区

ガバナー 細川 孝雄

キャビネット幹事 Ｌ谷山 光俊

第６４回年次大会 分科会｢シンポジウムテーマ案｣ご提出のお願い

拝啓 向春の候 貴Ｌにおかれましては益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。

日頃はキャビネット運営に深いご理解とご協力を賜わり誠にありがとうございます。 

さて、３月１２日（月）に開催いたします第３回キャビネット会議におきまして、

第６４回年次大会の「各分科会シンポジウムテーマ 」につきましては例年の通りガバ

ナー一任でご承認をいただく方向で検討を進めておりますが、「年次大会議案集」作成

の関係上、各分科会の委員長をお勤め頂くＧＳＴ・ＧＭＴ・100 周年記念コーディネー

ターならびにリジョン・チェアパーソンの皆様には、先行して各分科会の「シンポジウ

ムテーマ案」をご提出いただきたくお願い申し上げます。

つきましては、ご多忙の折り誠に恐縮に存じますが、別紙に議事運営構成表を添付い

たしますので、構成表の２ページ～３ページに記載されておりますご担当分科会の副委

員長とご相談の上、別紙用紙にて ２月２３日（月）必着にてキャビネット事務局まで

ご提出いただきますようお願い申し上げます。

なお、分科会において決議事項の審議が予定されており、時間の関係上、シンポジウ

ムを行なわない場合には、その旨ご記載いただければと存じます。

（当日の分科会審議時間は、約１時間です）

何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具



第６４回年次大会

分科会 シンポジウムテーマ（案）

分科会名 分科会

分科会委員長名 Ｌ

【シンポジウムテーマ案】 

下記にご記入をお願いいたします。

※ 各分科会には、複数名の地区委員長が所属されておりますが、

分科会審議時間の都合上、シンポジウムテーマの採用個数につきましては、 

ガバナー一任とさせていただきたく、ご了承くださいますようお願い申しあ

げます。

キャビネット事務局 ＦＡＸ ０３－５３３０－３３７０

Ｅｍａｉｌ cab@lions330-a.org 

mailto:cab@lions330-a.org


【表１】

３３０－Ａ地区　第６４回年次大会　議事運営構成表

中嶋 文夫(中長期ビジョン委員会 委員長) 吉祥寺

柳井 健一(CEP・指導力育成委員会 委員長) ウエスト
石井 征二 八王子陵東

梶 正明(青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員長) 羽村
（元地区ガバナー）

山田 達(緊急対策・復興支援委員会 委員長) 蔵前
小坂 哲瑯 日比谷

杉村 基(青年アカデミー委員会 委員長) キング
（元地区ガバナー）

池田 和司(組織連携・再編検討委員会 委員長) 桜門

高桑 昌彦(会員増強委員会 委員長) 数寄屋橋
山浦 晟暉 新宿

内田 嘉人(エクステンション委員会 委員長) キング
（元地区ガバナー）

杉原 省吾(薬物乱用防止委員会 委員長) 渋谷
中野 了 渋谷

御厨 正敬(国際大会参加委員会 委員長) 江戸川東
（元地区ガバナー）

天間 勝治(選挙管理委員会 副委員長) 虎ノ門
菅原 雅雄 堀留

宍倉 克美(選挙管理委員会 副委員長) 江北
（元地区ガバナー）

小島 勝利(選挙管理委員会 副委員長) 江戸川
村木 秀之 数寄屋橋

水成 直也(選挙管理委員会 副委員長) ウエスト
（前地区ガバナー）

芝田 好晃(選挙管理委員会 副委員長) 成城

戸部 研一(2R･RC) 数寄屋橋

田中 隆三(3R･RC) 赤坂

藤井 良一(4R･RC) 江東南

桐井 義則(5R･RC) 江戸川東

清水 義久(6R･RC) 飛翔
近藤 正彦 八王子陵東

山口 勝一(7R･RC) 中央南
（元地区ガバナー）

中村 安次(8R･RC) 巣鴨

竹花 秀勝(9R･RC) 荏原

中村 善子(10R･RC) 成城

古川 竜也(11R･RC) キング

吉田 宗一郎(12R･RC) 武蔵野

田野倉 和己(13R･RC) 立川

鈴木 順一(14R･RC) 八王子陵東

大鳥 嘉信(選挙
管理委員会 委員

長)
葛飾東

議　長（大会会長）　  細川 孝雄 大会幹事　　谷山 光俊

副議長（大会副会長）　今井 文彦 大会会計　　荻野 桂一

副議長（大会副会長）　伊賀 保夫

委 員 長

中村 安次
(8R･RC)

決 議

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

追原 篤男
(1R･RC)

東京

副委員長

議　事　運　営
田野倉 和己
(13R･RC)

立川

委　員　会 顧　問

資　格　審　査 巣鴨
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【表１】

山田 春雄(2R-2Z･ZC) 銀座
山浦 晟暉 新宿

関口 和男(5R-3Z･ZC) 足立
（元地区ガバナー）

吉岡 晋(7R-2Z･ZC) けやき
菅原 雅雄 堀留

鈴木 順一
(14R･RC)

八王子陵東 浅野 晴夫(12R-1Z･ZC) 三鷹
（元地区ガバナー）

中嶋 文夫(中長期ビジョン委員会 委員長) 吉祥寺
阿久津 隆文 赤坂

本橋 光一郎(会員会則委員会 委員長) 銀座
（元地区ガバナー）

池田 和司(組織連携・再編検討委員会 委員長) 桜門 田中 隆三(3R･RC) 赤坂

岩津 英資(3R-2Z･ZC) 霞ヶ関
中島 洋吉 柳橋

柳 秀夫(8R-1Z･ZC) 豊島
（元地区ガバナー）

吉田 宗一郎
(12R･RC)

武蔵野 大城 満(10R-1Z･ZC) 代官山
小坂 哲瑯 日比谷

増田 正明(13R-2Z･ZC) 田無
（元地区ガバナー）

中川 正文(会計監査) 日本橋 清水 義久(6R･RC) 飛翔

吉田 實(会計監査) 文京

阿部 かな子(FWTコーディネーター) ピース

島田 光子(FWT副コーディネーター) さぎそう

茅島 純一(5R-2Z･ZC) 江戸川東
村木 秀之 数寄屋橋

橋本 光祥(GMT
コーディネーター)

豊新 寺田 一啓(11R-1Z･ZC) 新都心
（前地区ガバナー）

中田 定男(11R-2Z･ZC) 杉並東
小川 晶子 ウィル

高桑 昌彦(会員増強委員会 委員長) 数寄屋橋
(FWT東日本エリアリー

ダー）

内田 嘉人(エクステンション委員会 委員長) キング

大島 一夫(女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員長) 上野

今井 龍司(1R-3Z･ZC) 葵
岡野 忠生 日本橋

大原 紘子(10R-2Z･ZC) 玉川
（元地区ガバナー）

進藤 義夫(GＳT
コーディネーター)

世田谷 前田 信哉(11R-3Z･ZC) ハーモニー
中村 保彦 上野東

高水 謙二(14R-2Z･ZC) 秋川
（元地区ガバナー）

柳井 健一(CEP・指導力育成委員会 委員長) ウエスト
佐久間 洋一(GLTコー

ディネーター)
駿河台

杉村 基(青年アカデミー委員会 委員長) キング 古川 竜也(11R･RC) キング

児玉 金之助(1R-1Z･ZC) 馬場先門
富田 純明 目黒

梶原 正和
牧野 剛嗣(3R-1Z･ZC) 2020

（元地区ガバナー）

（100周年記念
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 小金井 下薗 喜治(8R-2Z･ZC) セイシン

宇田川 雄弘 練馬

佐原 幸雄(広報情報委員会 委員長) みやこ
（元地区ガバナー）

浅井 洋一郎(国際情報委員会 委員長) 新橋 中村 安次(8R･RC) 巣鴨

会員増強／FWT／
エクステンション／

女性参画・レオ・ライオネス

委 員 長

経理

分　科　会 

CEP･指導力育成／
青年アカデミー

広報情報／
100周年記念誌／

国際情報

中長期ビジョン／
会員会則／

組織連携・再編検討

顧　問副委員長
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【表１】

廣瀬 譲(3R-3Z･ZC) ヒルズ

岩井 峰髙(4R-1Z･ZC) センチュリー
大石 誠 数寄屋橋

反保 耕二(6R-2Z･ZC) イースト
（元地区ガバナー）

中村 善子
(10R･RC)

成城 齊藤 勝(9R-1Z･ZC) 大森
石井 征二 八王子陵東

伊賀 則夫(LCIF推進委員会 委員長) 葵
（元地区ガバナー）

御厨 正敬(国際大会参加委員会 委員長) 江戸川東
追原 篤男 東京

岩崎 欽二(国際協調・モンゴル友好委員会 委員長) 一ツ橋
(1R･RC)

杉浦 富夫(4R-2Z･ZC) 城東
近藤 正彦 八王子陵東

市川 眞幸(7R-3Z･ZC) 石泉
（前地区ガバナー）

芝 憲司(14R-1Z･ZC) 桑都
鈴木 定光 江東南

藤井 良一
(4R･RC)

江東南 須藤 修(YCE委員会 委員長) 芝
（元地区ガバナー）

杉原 省吾(薬物乱用防止委員会 委員長) 渋谷
飯田 善彦 荒川

梶 正明(青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員長) 羽村
（元地区ガバナー）

工藤 章(オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員長) 九段

礒崎 元彦(1R-2Z･ZC) 桜田門
河合 悦子 みやこ

小林 眞理子(2R-1Z･ZC) MINATO21
（元地区ガバナー）

石原 義大(5R-1Z･ZC) 亀有
山口 桂造 上野

桐井 義則
(5R･RC)

江戸川東 西川 千恵子(7R-1Z･ZC) 荒川西
（元地区ガバナー）

松尾 和英(9R-2Z･ZC) 五反田 田野倉 和己(13R･RC) 立川

佐藤 剛(環境委員会 委員長) 八王子中央

山田 達(緊急対策・復興支援委員会 委員長) 蔵前

栗原 敏直(2R-3Z･ZC) みやこ

阿部 正行(4R-3Z･ZC) 駿河台
塩月 藤太郎 田無

宇田川 孚(6R-1Z･ZC) 蔵前
（元地区ガバナー）

竹花 秀勝
(9R･RC)

荏原 高橋 貞一(12R-2Z･ZC) 町田クレイン
中野 了 渋谷

平山 和克(13R-1Z･ZC) 国立
（元地区ガバナー）

後藤 義英(社会福祉・障がい者支援委員会 委員長) 江戸川東 山口 勝一(7R･RC) 中央南

川島 富美子(献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長) 蒼天

葛西 智子(健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員長) 神楽坂

顧　問

(社会福祉・障がい者支援／
献血･献眼･献腎･骨髄移植／

健康促進)

副委員長委 員 長分　科　会 

アクティビティⅣ

アクティビティⅢ

（環境／
緊急対策・復興支援）

アクティビティⅠ

アクティビティⅡ

(YCE／薬物乱用防止特別／
青少年健全育成･ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ／

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ支援)

（LCIF推進／
国際大会参加／

国際協調・モンゴル友好）
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