
 

 

２０１９年３月１日 
ライオンズクラブ国際協会 
３３０－Ａ地区第６５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  今井 文彦 

                               
 

３３０－Ａ地区第６５回年次大会・代議員会進行勉強会開催について 
 

 
拝啓 春寒の候 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  ： ２０１９年３月２９日（金） １５時３０分～１７時３０分 
           
2．場 所  ： 東京プリンスホテル  ２階「プロビデンス」 
            東京都港区芝公園３－３－１ 
            電話 ０３－３４３２－１１１１ 
 
3．ご出欠について ： 下記にご記入のうえ、３月１５日（金）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６５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                
 

返信先ＦＡＸ番号：０３－５３３０－３３７０ 



【表１】

３３０－Ａ地区　第６５回年次大会　議事運営構成表

　　※色付きの方々…代議員ホスト

青木 秀壽(10R･RC) 渋谷

福井 清太(GST献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長) 葵
中野 了 渋谷

鹿野 祥誠(GLT会員・会則委員会 副委員長) 数寄屋橋
（元地区ガバナー）

和﨑 健治(中長期ビジョン委員会 副委員長) 練馬
石井 征二 八王子陵東

上杉 秀樹(情報テクノロジー委員会 副委員長) 豊新
（元地区ガバナー）

清水 雄二(国際大会委員会 委員) 豊新

柳井 健一(GLT地区副コーディネーター
　　　　　　　　　　・GLT指導力育成委員会 委員長)

ウエスト

上野 繁幸(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)

江戸川
鈴木 定光 江東南

桐井 義則(薬物乱用防止委員会 委員長) 江戸川東
（元地区ガバナー）

諸見里 清(国際大会参加委員会 委員長) 世田谷

木島 庄市(選挙管理委員会 副委員長) 城東

大鳥 嘉信(選挙管理委員会 副委員長) 葛飾東 菅原 雅雄
（元地区ガバナー）

堀留

緒方 孝則(選挙管理委員会 委員) 葵 細川 孝雄
（前地区ガバナー）

赤坂

根本 二郎(選挙管理委員会 委員) 飯田橋

斎藤 和孝(1R･RC) 葵

肥田野 晴三(2R･RC) 平成

天間 勝治(3R･RC) 虎ノ門

田中 則雄(4R･RC) 桜門

折登 紀昭(5R･RC) 葛飾
塩月 藤太郎 田無

橋本 和夫(6R･RC) 上野
（元地区ガバナー）

木下 利通(7R･RC) 志村

柳 秀夫(8R･RC) 豊島

上辻 利隆(9R･RC) 五反田

青木 秀壽(10R･RC) 渋谷

中井 正力(11R･RC) 新宿

増田 正明(13R･RC) 田無

高水 謙二(14R･RC) 秋川

調布

秋葉原

顧　問

豊島

委　員　会 

新宿議　事　運　営

決　　　　議

委 員 長

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

柳 秀夫
(8R･RC)

矢田部 満
(12R･RC)

夏目 幸生
(選挙管理委員会

委員長)

中井 正力
(11R･RC)

副委員長

資　格　審　査

　　　議　長（大会会長）　  今井 文彦　　　大会幹事　　関　真一郎

　　　副議長（大会副会長）　伊賀 保夫　　　大会会計　　中村 安次　　

　　　副議長（大会副会長）　進藤 義夫　　　　　　　
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飯尾 雄一(2R-2Z・ZC） 並木通

安達 慎二（（8R-2Z・ZC) フューチャー
山浦 晟暉 新宿

吉田 亮一（11R-1Z・ZC) 新宿
（元地区ガバナー）

肥田野　晴三
(２R･RC)

平成 後藤 登（1２R-1Z・ZC） 武蔵野
近藤正彦 八王子陵東

田中　忠男(GLT会員・会則委員会 委員長) 江戸川東
（元地区ガバナー）

中嶋 文夫(中長期ビジョン委員会 委員長) 文化

池田 和司(組織連携・法人化推進委員会 委員長) 桜門

山本 和夫(1R-1Z・ZC) 東京

早川 和江（5R-2Z・ZC) 江戸川なでしこ
中野 了 渋谷

青木 秀壽
(10R･RC)

渋谷 長嶋 文一郎（8R-1Z・ZC) 豊新
（元地区ガバナー）

青木 健（12R-2Z・ZC) 稲城多摩 木下 利通(7R･RC) 志村

伊藤 雅一(会計監査) フューチャー

吉田 宗一郎(会計監査) 武蔵野

高桑 昌彦(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)

数寄屋橋

宮本 志づ子（１R-2Z・ZC) 紀尾井町
石井 征二 八王子陵東

雨宮 弘枝（2R-1Z・ZC) 柳橋
（元地区ガバナー）

増田 正明
(13R・RC)

田無 梶原 利文（10R-2Z・ZC) 成城
篠 順三 けやき

梶 正明（14R-2Z・ZC) 羽村
(GMT地区コーディネーター)

重信 眞一(GMT会員増強委員会 委員長) シティ
阿部 かな子 ピース

荒木 貞雄(GMTエクステンション委員会 委員長) 石泉
(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)

田中 圭子（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）

並木通

柳井 健一(GLT地区副コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　・GLT指導力育成委員会 委員長)

ウエスト

島田 光子(FWT（ﾆｭｰｳﾞｫｲｽｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾁｰﾑ）地区副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・
FWT（ﾆｭｰｳﾞｫｲｽｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾁｰﾑ）リーダシップ育成委員会 委員長)

さぎそう

潟田 憲明（4R-2Z・ZC) 江東
中村 保彦 上野東

炭田 俊文（4R-3Z・ZC) 法政
（元地区ガバナー）

田中 則雄
（4R・RC）

桜門 山口 聖之（7R-1Z・ZC) 中央南
岡野 忠生 日本橋

長谷川 裕晃（9R-1Z・ZC) 蒲田
（元地区ガバナー）

大藪 邦嗣（11R-2Z・ZC) 高井戸
佐久間 洋一

(GLT地区コーディネーター)
駿河台

川名 喜正(GLT青年アカデミー・アラート委員会 委員長) キング

久保田 明雄(GST LCIフォワード啓蒙活動委員会 委員長) 赤羽

山下 規介(クラブサクセス委員会 委員長) ピース

浅井 洋一郎(国際情報委員会 委員長) 新橋

古島 伸二（3R-1Z・ZC) 高輪 富田 純明
（元地区ガバナー）

目黒

高橋 啓生（5R-3Z・ZC) 西新井 宇田川 雄弘
（元地区ガバナー）

練馬

柳 秀夫
（8R・RC）

豊島 西澤 清行（6R-1Z・ZC) 鳥越
上辻 利隆 (9R･RC) 五反田

吉岡 晋(マーケティング・コミュニケーション委員会 委員長) けやき
矢田部 満(12R･RC) 調布

宇田 英樹(情報テクノロジー委員会 委員長) 銀座

※当日は代議員ホスト受付を設置いたします。

分　科　会 副委員長

※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。

マーケティング・コミュニケー
ション／情報テクノロジー

GLT指導力育成／
GLT青年アカデミー・アラート／
GST LCIフォワード啓蒙活動／
FWTリーダーシップ育成／

クラブサクセス／
国際情報

経理

顧 問

GMT会員維持・退会防止／GMT会員
増強／GMTエクステンション／FWT
支部結成・家族・女性会員増強

GLT会員・会則/中長期ビジョン／
組織連携・法人化推進

委 員 長
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伊賀 則夫（LCIF地区副コーディネーター・LCIF(MJF)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・緊急支援委員会 委員長）

葵

大塚 隆朗（3R-3Z・ZC) 赤坂 菅原 雅雄
（元地区ガバナー）

堀留

小川 光二郎（7R-2Z・ZC) 板橋西 大石 誠
（元地区ガバナー）

数寄屋橋

斎藤 和孝
(1R･RC)

葵 板谷越 巖（14R-1Z・ZC) 日野 阿久津 隆文
(元地区ガバナー）

赤坂

諸見里 清(国際大会委員会 委員長) 世田谷
河合 悦子

（元地区ガバナー）
みやこ

高木 千明(YCE委員会 委員長) 豊新
村木秀之

（元地区ガバナー） 数寄屋橋

沼田 卓一(国際関係委員会 委員長) 神宮前

坂井 純一（2R-3Z・ZC) 新世紀 鈴木 定光
（元地区ガバナー）

江東南

野村 一也（5R-1Z・ZC) 綾瀬

村上 隆信（9R-2Z・ZC) ウエスト 中島 洋吉
（元地区ガバナー）

柳橋

中井 正力
(11R･RC)

新宿 戸部 研一(オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員長) 数寄屋橋

小林 伸光(青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会 委員長) 吉祥寺 橋本 和夫(6R･RC) 上野

桐井 義則(薬物乱用防止委員会 委員長) 江戸川東

橋本 光祥(スペシャルオリンピックス委員会 委員長) 豊新 高水 謙二(14R･RC) 秋川

濱田 和宏（3R-2Z・ZC) 虎ノ門

佐藤 一也（6R-2Z・ZC) 上野

柴田 幸太朗（7R-3Z・ZC) 光が丘
塩月 藤太郎

（元地区ガバナー）
田無

折登 紀昭
(5R･RC)

葛飾 川野 義範（11R-3Z・ZC) 大江戸

長谷山 勝美（13R-2Z・ZC) 湧水
山口 桂造

（元地区ガバナー）
上野

完山 一範(GST環境保全委員会 委員長) 八王子高尾

脇村 孝友(緊急災害対策委員会 委員長) 晴海

上野 繁幸（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

江戸川
小川 晶子 ウィル

川島富美子(1R-3Z・ZC) 蒼天
(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)

樋田 成和(4R-1Z・ZC) 隅田川
細川 孝雄 赤坂

天間 勝治
(3R･RC)

虎ノ門 飯田 容子(10R-1Z・ZC) 表参道
（前地区ガバナー）

鹿野 輝明(13R-1Z・ZC) 立川
飯田 善彦 荒川

小林 幸栄（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)

サンシャイン
（元地区ガバナー）

小川 初枝(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)

調布
御厨 正敬

(GST地区コーディネーター)
江戸川東

野々 晴久(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)

玉川

※当日は代議員ホスト受付を設置いたします。

アクティビティⅡ

アクティビティⅣ

（GST環境保全／緊急災害対策）

(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ支援／
青少年・レオ･ライオンズクエスト

／
薬物乱用防止／

スペシャルオリンピックス)

委 員 長

※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。

顧　問分　科　会 

アクティビティⅠ

(GST献血･献眼･献腎･骨髄移植／
FWT小児がん・糖尿病対策／FWT日
本の子どもの飢餓・貧困対策／

社会福祉・障がい者支援)

アクティビティⅢ

（LCIF・緊急支援／
国際大会／YCE／国際関係）

副委員長


