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役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

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

元国際理事会アポインティ・元330複合地区ガバ
ナー協議会議長・元地区ガバナー・名誉顧問

中野 了 ナカノ リョウ 東京渋谷 10R-1Z

LCIFキャンペーン100全日本エリアリーダー・
元330複合地区ガバナー協議会議長・
元地区ガバナー・名誉顧問

菅原 雅雄 スガワラ マサオ 東京堀留 2R-1Z

LCIFエリアリーダー（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（ニューヴォイスグローバルチーム）
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

330複合地区ガバナー協議会 議長
地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター

今井 文彦 イマイ フミヒコ 東京巣鴨 8R-2Z

GMT330複合地区コーディネーター・・元330複合地区
ガバナー協議会議長・元地区ガバナー・名誉顧問 石井 征二 イシイ セイジ 東京八王子陵東 14R-1Z

LCIF330複合地区コーディネーター・
元地区ガバナー・名誉顧問

阿久津 隆文 アクツ タカフミ 東京赤坂 3R-3Z

前地区ガバナー・名誉顧問会議長 細川 孝雄 ホソカワ タカオ 東京赤坂 3R-3Z

第１副地区ガバナー 伊賀 保夫 イガ ヤスオ 東京ピース 1R-2Z

第２副地区ガバナー 進藤 義夫 シンドウ ヨシオ 東京世田谷 10R-2Z

元地区ガバナー･名誉顧問・LCIFキャンペーン100地区
コーディネーター・第65回年次大会委員会委員長 村木 秀之 ムラキ ヒデユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

キャビネット幹事 関 真一郎 セキ シンイチロウ 東京田園調布 10R-2Z

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

GMT地区コーディネーター 篠 順三 シノ ジュンゾウ 東京けやき 7R-2Z

GST地区コーディネーター 御厨 正敬 ミクリヤ マサタカ 東京江戸川東 5R-2Z

FWT（ニューヴォイスグローバルチーム）
地区コーディネーター

阿部 かな子 アベ カナコ 東京ピース 1R-2Z

GLT地区副コーディネーター
GLT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

GMT地区副コーディネーター
GMT会員維持・退会防止委員会 委員長

高桑 昌彦 タカクワ マサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

GST地区副コーディネーター
GST献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長

上野 繁幸 ウエノ シゲユキ 東京江戸川 5R-2Z

FWT（ニューヴォイスグローバルチーム）
地区副コーディネーター
FWT（ニューヴォイス・グローバルチーム）
リーダーシップ育成委員会 委員長

島田 光子 シマダ ミツコ 東京さぎそう 10R-2Z

LCIF地区副コーディネーター
LCIF(MJF)・緊急支援委員会 委員長

伊賀 則夫 イガ ノリオ 東京葵 1R-3Z

1Rリジョン・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リジョン・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

3Rリジョン・チェアパーソン 天間 勝治 テンマ カツジ 東京虎ノ門 3R-2Z

4Rリジョン・チェアパーソン 田中 則雄 タナカ ノリオ 東京桜門 4R-3Z

5Rリジョン・チェアパーソン 折登 紀昭 オリト ノリアキ 東京葛飾 5R-1Z

6Rリジョン・チェアパーソン 橋本 和夫 ハシモトカズオ 東京上野 6R-2Z

7Rリジョン・チェアパーソン 木下 利通 キノシタ トシミチ 東京志村 7R-2Z

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

9Rリジョン・チェアパーソン 上辻 利隆 カミツジ トシタカ 東京五反田 9R-2Z

10Rリジョン・チェアパーソン 青木 秀壽 アオキ ヒデトシ 東京渋谷 10R-1Z
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11Rリジョン・チェアパーソン 中井 正力 ナカイ マサリキ 東京新宿 11R-1Z

12Rリジョン・チェアパーソン 矢田部 満 ヤタベ ミツル 東京調布 12R-1Z

13Rリジョン・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リジョン・チェアパーソン 高水 謙二 タカミズ ケンジ 東京秋川 14R-2Z

1R-1Zゾーン・チェアパーソン 山本 和夫 ヤマモト カズオ 東京 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 宮本 志づ子 ミヤモト シヅコ 東京紀尾井町 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 川島 富美子 カワシマ フミコ 東京蒼天 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 雨宮 弘枝 アメミヤ ヒロエ 東京柳橋 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 飯尾 雄一 イイオ ユウイチ 東京並木通 2R-2Z

2R-3Zゾーン・チェアパーソン 坂井 純一 サカイ ジュンイチ 東京新世紀 2R-3Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 古島 伸二 コジマ シンジ 東京高輪 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 濱田 和宏 ハマダ カズヒロ 東京虎ノ門 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 大塚 隆朗 オオツカ タカアキ 東京赤坂 3R-3Z

4R-1Zゾーン・チェアパーソン 樋田 成和 トヨダ シゲカズ 東京隅田川 4R-1Z

4R-2Zゾーン・チェアパーソン 潟田 憲明 カタダ ノリアキ 東京江東 4R-2Z

4R-3Zゾーン・チェアパーソン 炭田 俊文 スミダ トシフミ 東京法政 4R-3Z

5R-1Zゾーン・チェアパーソン 野村 一也 ノムラ カズナリ 東京綾瀬 5R-1Z

5R-2Zゾーン・チェアパーソン 早川 和江 ハヤカワ カズエ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 高橋 啓生 タカハシ アキオ 東京西新井 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 西澤 清行 ニシザワ キヨユキ 東京鳥越 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 佐藤 一也 サトウ カズヤ 東京上野 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 山口 聖之 ヤマグチ マサユキ 東京中央南 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 小川 光二郎 オガワ コウジロウ 東京板橋西 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 柴田 幸太朗 シバタ コウタロウ 東京光が丘 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 長嶋 文一郎 ナガシマ ブンイチロウ 東京豊新 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 安達 慎二 アダチ シンジ 東京フューチャー 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 長谷川 裕晃 ハセガワ ヒロアキ 東京蒲田 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 村上 隆信 ムラカミ タカノブ 東京ウエスト 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 飯田 容子 イイダ ヨウコ 東京表参道 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 梶原 利文 カジワラ トシフミ 東京成城 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 吉田 亮一 ヨシダ リョウイチ 東京新宿 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 大藪 邦嗣 オオヤブ クニツグ 東京高井戸 11R-2Z

11R-3Zゾーン・チェアパーソン 川野 義範 カワノ ヨシノリ 東京大江戸 11R-3Z

12R-1Zゾーン・チェアパーソン 後藤 登 ゴトウ ノボル 東京武蔵野 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 青木 健 アオキ タケシ 東京稲城多摩 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 鹿野 輝明 シカノ テルアキ 東京立川 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 長谷山 勝美 ハセヤマ カツミ 東京湧水 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 板谷越 巖 イタヤゴシ イワオ 東京日野 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 梶 正明 カジ マサアキ 東京羽村 14R-2Z
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GLT会員・会則委員会 委員長 田中 忠男 タナカ タダオ 東京江戸川東 5R-2Z

GLT青年アカデミー・アラート委員会 委員長 川名 喜正 カワナ ヨシマサ 東京キング 11R-3Z

GMT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

GMT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

GST LCIフォワード啓蒙活動委員会 委員長 久保田 明雄 クボタ アキオ 東京赤羽 7R-1Z

GST環境保全委員会 委員長 完山 一範 サダヤマ カズノリ 東京八王子高尾 14R-1Z

FWT（ニューヴォイス・グローバルチーム）
小児がん・糖尿病対策委員会 委員長

小林 幸栄 コバヤシ サチエ 東京サンシャイン 8R-1Z

FWT（ニューヴォイス・グローバルチーム）
日本の子どもの飢餓・貧困対策委員会 委員長

小川 初枝 オガワ ハツエ 東京調布 12R-1Z

FWT（ニューヴォイス・グローバルチーム）
支部結成･家族･女性会員増強委員会 委員長

田中 圭子 タナカ ケイコ 東京並木通 2R-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

クラブサクセス委員会 委員長 山下 規介 ヤマシタ キスケ 東京ピース 1R-2Z

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

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

YCE委員会 委員長 高木 千明 タカギ チアキ 東京豊新 8R-1Z

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

スペシャルオリンピックス委員会 委員長 橋本 光祥 ハシモト ミツヨシ 東京豊新 8R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員長
ライオンズデープロジェクトチームチームリーダー

野々 晴久 ノノ ハルヒサ 東京玉川 10R-2Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員長 吉岡 晋 ヨシオカ ススム 東京けやき 7R-2Z

情報テクノロジー委員会 委員長 宇田 英樹 ウダ ヒデキ 東京銀座 2R-2Z

国際関係委員会 委員長 沼田 卓一 ヌマタ タクイチ 東京神宮前 10R-1Z

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

組織連携・法人化推進委員会 委員長 池田 和司 イケダ コウジ 東京桜門 4R-3Z

緊急災害対策委員会 委員長 脇村 孝友 ワキムラ タカトモ 東京晴海 2R-2Z

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

選挙管理委員会 委員長 夏目 幸生 ナツメ サチオ 東京秋葉原 6R-1Z

会計監査 伊藤 雅一 イトウ マサカズ 東京フューチャー 8R-2Z

会計監査 吉田 宗一郎 ヨシダ ソウイチロウ 東京武蔵野 12R-1Z

キャビネット事務局長 中村 安次 ナカムラ ヤスジ 東京巣鴨 8R-2Z

キャビネット副幹事 中川 喜美枝 ナカガワ キミエ 東京ピース 1R-2Z

キャビネット副幹事 北岡 知子 キタオカ トモコ 東京銀座 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 後藤 裕文 ゴトウ ヒロフミ 東京法政 4R-3Z

キャビネット副幹事 早川 裕美 ハヤカワ ヒロミ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

キャビネット副幹事 濱田 憲孝 ハマダ ノリタカ 東京鶯谷 6R-2Z

キャビネット副幹事 岩下 浩之 イワシタ ヒロユキ 東京赤羽 7R-1Z

キャビネット副幹事 鈴木 基之 スズキ モトユキ 東京神楽坂 8R-2Z

キャビネット副幹事 石川 味季 イシカワ ミキ 東京荏原 9R-1Z

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 田邊 浩嗣 タナベ ヒロツグ 東京新宿 11R-1Z

キャビネット副幹事 坂本 純一 サカモト ジュンイチ 東京三鷹 12R-1Z

キャビネット副幹事 伊藤 勝 イトウ マサル 東京田無 13R-2Z

キャビネット副幹事 山田 新一 ヤマダ シンイチ 東京八王子高尾 14R-1Z

キャビネット副会計 江端 貴子 エバタ タカコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

キャビネット副会計 田中 貴一 タナカ ヨシカズ 東京江東南 4R-2Z


