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役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター 伊賀 保夫 いが やすお 東京ピース 1R-2Z

ライオンズクラブ代表国連薬物担当大使・元国際理事・
元複合地区協議会議長・元地区ガバナー・名誉顧問 山浦 晟暉 やまうら せいき 東京新宿 11R-1Z

元国際理事会アポインティ・元複合地区協議会議長・
複合地区監査・元地区ガバナー・名誉顧問 中野 了 なかの りょう 東京渋谷 10R-1Z

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

菅原 雅雄 すがわら まさお 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・第66回年次大会委員会委員長

大石 誠 おおいし まこと 東京数寄屋橋 2R-2Z

FWTチーフ
GMT会員増強・維持・エクステンション委員会委員長 小川 晶子 おがわ あきこ 東京ウィル 7R-3Z

GMT複合地区コーディネーター・複合地区薬物乱用防止
委員会委員長・元複合地区協議会議長・
元地区ガバナー・名誉顧問

石井 征二 いしい せいじ 東京八王子陵東 14R-1Z

LCIF複合地区コーディネーター・複合地区国際大会委員
会委員長・元地区ガバナー・名誉顧問 阿久津 隆文 あくつ たかふみ 東京赤坂 3R-3Z

前地区ガバナー・名誉顧問会議長・複合地区会則・
会員委員会委員長・元複合地区協議会議長

今井 文彦 いまい ふみひこ 東京巣鴨 8R-2Z

第１副地区ガバナー
短期ビジョン委員会委員長

進藤 義夫 しんどう よしお 東京世田谷 10R-2Z

第２副地区ガバナー 中井 正力 なかい まさりき 東京新宿 11R-1Z

キャビネット幹事 上野 繁幸 うえの しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

キャビネット会計 阿部 かな子 あべ かなこ 東京ピース 1R-2Z

GLT地区コーディネーター 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

GMT地区コーディネーター 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z

GST地区コーディネーター 御厨 正敬 みくりや まさたか 東京江戸川東 5R-2Z

FWT地区コーディネーター 島田 光子 しまだ みつこ 東京さぎそう 10R-2Z

LCIFキャンペーン100地区コーディネーター 伊賀 則夫 いが のりお 東京葵 1R-3Z

スペシャルティクラブ・コーディネーター 屋代 誠一 やしろ せいいち 東京町田クレイン 12R-2Z

GLT地区副コーディネーター 増田 正明 ますだ まさあき 東京田無 13R-2Z

GMT地区副コーディネーター 柳 秀夫 やなぎ ひでお 東京豊島 8R-1Z

GST地区副コーディネーター 梶 正明 かじ まさあき 東京羽村 14R-2Z

FWT地区副コーディネーター 小林 幸栄 こばやし さちえ 東京サンシャイン 8R-1Z

LCIF地区副コーディネーター 山田 春雄 やまだ はるお 東京銀座 2R-2Z

LCIFキャンペーン100地区副コーディネーター 宮本 志づ子 みやもと しづこ 東京紀尾井町 1R-2Z

1Rリジョン・チェアパーソン 橋口 啓一 はしぐち けいいち 東京葵 1R-3Z

2Rリジョン・チェアパーソン 小林 眞理子 こばやし まりこ 東京メディカル 2R-1Z

3Rリジョン・チェアパーソン 須藤 修 すどう おさむ 東京芝 3R-1Z

4Rリジョン・チェアパーソン 湯田 啓一 ゆだ けいいち 東京セントポール 4R-3Z

5Rリジョン・チェアパーソン 朝夷 弘一 あさいな こういち 東京綾瀬 5R-1Z

6Rリジョン・チェアパーソン 菱岡 敏光 ひしおか としみつ 東京浅草 6R-1Z

7Rリジョン・チェアパーソン 和﨑 健治 わさき けんじ 東京練馬 7R-3Z

8Rリジョン・チェアパーソン 荻野 桂一 おぎの けいいち 東京神楽坂 8R-2Z

9Rリジョン・チェアパーソン 川口 学 かわぐち まなぶ 東京羽田 9R-1Z

10Rリジョン・チェアパーソン 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

11Rリジョン・チェアパーソン 宇田川 直子 うだがわ なおこ 東京中野 11R-2Z

12Rリジョン・チェアパーソン 後藤 登 ごとう のぼる 東京武蔵野 12R-1Z

13Rリジョン・チェアパーソン 鹿野 輝明 しかの てるあき 東京立川 13R-1Z

14Rリジョン・チェアパーソン 太田 正利 おおた まさとし 東京桑都 14R-1Z1 / 3 ページ
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1R-1Zゾーン・チェアパーソン 徳永 武継 とくなが たけつぐ 東京丸の内 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 山下 規介 やました きすけ 東京ピース 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 福井 清太 ふくい せいた 東京葵 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 岡田 康男 おかだ やすお 東京京橋八重洲 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 目黒 義繁 めぐろ よししげ 東京尾張町 2R-2Z

2R-3Zゾーン・チェアパーソン 佐原 幸雄 さはら ゆきお 東京みやこ 2R-3Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 外山 一宏 そとやま かずひろ 東京新橋 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 蟹江 康夫 かにえ やすお 東京麻布 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 池田 幸司 いけだ こうじ 東京神宮 3R-3Z

4R-1Zゾーン・チェアパーソン 山口 伸一郎 やまぐち しんいちろう 東京両国 4R-1Z

4R-2Zゾーン・チェアパーソン 佐藤 靖 さとう やすし 東京江東南 4R-2Z

4R-3Zゾーン・チェアパーソン 大友 敏郎 おおとも としろう 東京セントポール 4R-3Z

5R-1Zゾーン・チェアパーソン 大塚 秀人 おおつか ひでと 東京葛飾東 5R-1Z

5R-2Zゾーン・チェアパーソン 井桁 秀夫 いげた ひでお 東京江戸川南 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 橋本 初雄 はしもと はつお 東京足立中央 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 秋月 誠 あきづき まこと 東京飛翔 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 西村 泰一 にしむら たいいち 東京鶯谷 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 栗林 正次 くりばやし まさつぐ 東京荒川 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 田中 秀樹 たなか ひでき 東京志村 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 弘美 いとう ひろみ 東京ウィル 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 小野 毅 おの たけし 東京サンシャイン 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 田口 安司 たぐち やすじ 東京飯田橋 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 市原 晃毅 いちはら あきよし 東京荏原 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 水成 直也 みずなり なおや 東京ウエスト 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 森 亮介 もり りょうすけ 東京渋谷 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 田中 世根夫 たなか よねお 東京シティ 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 鈴木 秀彦 すずき ひでひこ 東京新宿北 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 石野 泰伸 いしの やすのぶ 東京しいの木 11R-2Z

11R-3Zゾーン・チェアパーソン 矢口 実 やぐち みのる 東京早稲田 11R-3Z

12R-1Zゾーン・チェアパーソン 永井 廣通 ながい ひろみち 東京調布 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 矢沢 きよみ やざわ きよみ 東京町田 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 大塚 英夫 おおつか ひでお 東京横田 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 浅野 美知郎 あさの みちろう 東京西東京 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 岩﨑 盛司 いわさき せいじ 東京八王子中央 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 唐木 敏夫 からき としお 東京瑞穂 14R-2Z

キャビネット運営改革室 室長 梶原 正和 かじわら まさかず 東京小金井 13R-1Z

キャビネット事業企画室 室長 浅井 洋一郎 あさい よういちろう 東京新橋 3R-1Z

GLT指導力育成委員会 委員長 清水 峰次 しみず みねつぐ 東京葵 1R-3Z

GLT会員・会則委員会 委員長 知野 秀雄 ちの ひでお 東京晴海 2R-2Z

GLTクラブサクセス・ＣＱＩ委員会 委員長 関 飛雄一 せき ひゅういち 東京昭島 13R-1Z

GMT青年アカデミー委員会 委員長 鈴木 順一 すずき じゅんいち 東京八王子陵東 14R-1Z

GMTクラブ合併検討委員会 委員長 高桑 昌彦 たかくわ まさひこ 東京数寄屋橋 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援（スペシャルオリンピックス）委員会 委員長 谷山 光俊 たにやま みつとし 東京ウエスト 9R-2Z

GST環境保全委員会 委員長 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z
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FWT糖尿病・小児がん対策、子供の未来応援委員会 委員長 中原 聡美 なかはら さとみ 東京秋川 14R-2Z

FWT女性・家族会員推進委員会 委員長 早川 和江 はやかわ かずえ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

LCIF委員会 委員長 大森 光徳 おおもり みつのり 東京綾瀬 5R-1Z

マーケティング・コミュニケーション・ＩＴ委員会 委員長 吉岡 晋 よしおか すすむ 東京けやき 7R-2Z

法人化推進委員会 委員長 池田 和司 いけだ こうじ 東京桜門 4R-3Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会 委員長 小林 伸光 こばやし のぶみつ 東京吉祥寺 12R-1Z

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 とべ けんいち 東京数寄屋橋 2R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員長 村島 吉豐 むらしま よしとよ 東京新世紀 2R-3Z

国際協調・アジア友好委員会 委員長 河田 弘昭 かわだ ひろあき 東京文化 6R-1Z

YCE委員会 委員長 三宅 泰雄 みやけ やすお 東京浜松町 3R-1Z

アラート委員会 委員長 野村 起成 のむら たつなり 東京レスキュー 9R-2Z

復興支援委員会 委員長 德田 修一 とくだ しゅういち 東京江東南 4R-2Z

国際大会委員会 委員長 根岸 久美子 ねぎし くみこ 東京上野南 6R-2Z

選挙管理委員会 委員長 橋本 光祥 はしもと みつよし 東京豊新 8R-1Z

ドレミファダンスプロジェクトチーム リーダー 松浦 辰吉 まつうら たつよし 東京表参道 10R-1Z

キッズフェスタプロジェクトチーム リーダー 牧野 剛嗣 まきの ごうじ 東京2020 3R-1Z

英国ロイヤルバレエの輝きプロジェクトチーム リーダー 後藤 満 ごとう みつる 東京神宮 3R-3Z

会計監査 青木 秀壽 あおき ひでとし 東京渋谷 10R-1Z

会計監査 吉田 宗一郎 よしだ そういちろう 東京武蔵野 12R-1Z

キャビネット事務局長 高木 千明 たかぎ ちあき 東京豊新 8R-1Z

キャビネット副幹事 佐藤 靖子 さとう やすこ 東京ハッピーきもの 1R-2Z

キャビネット副幹事 奈月 れい なつき れい 東京銀座 2R-2Z

キャビネット副幹事 椿 佳生子 つばき かなこ 東京麻布 3R-2Z

キャビネット副幹事 関根 好恵 せきね よしえ 東京隅田川 4R-1Z

キャビネット副幹事 峰村 篤 みねむら あつし 東京江戸川中央 5R-2Z

キャビネット副幹事 山本 憲一 やまもと けんいち 東京文化 6R-1Z

キャビネット副幹事 柴田 幸太朗 しばた こうたろう 東京光が丘 7R-3Z

キャビネット副幹事 葛西 智子 かさい ともこ 東京神楽坂 8R-2Z

キャビネット副幹事 水落 大稔 みずおち ひろとし 東京ウエスト 9R-2Z

キャビネット副幹事 飯田 容子 いいだ ようこ 東京表参道 10R-1Z

キャビネット副幹事 野村 瑠里 のむら るり 東京スバル 11R-1Z

キャビネット副幹事 小川 初枝 おがわ はつえ 東京調布 12R-1Z

キャビネット副幹事 加藤 邦広 かとう くにひろ 東京横田 13R-1Z

キャビネット副幹事 青山 正 あおやま ただし 東京八王子陵東 14R-1Z

キャビネット副会計 内田 嘉人 うちだ よしと 東京キング 11R-3Z

キャビネット副会計 山田 諭子 やまだ さとこ 東京昭島 13R-1Z

キャビネット副事務局長 後藤 裕文 ごとう ひろふみ 東京法政 4R-3Z

キャビネット副事務局長 平野 晋康 ひらの くにやす 東京豊新 8R-1Z
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