
 

 

２０２１年３月２９日 

ライオンズクラブ国際協会３３０―Ａ地区 

各クラブ会長・幹事  様 

３３０－Ａ地区 

地区ガバナー  進藤 義夫 

第６７回年次大会 

ガバナーズ・アワード受賞クラブ・メンバーのお知らせ 

 

拝啓 春暖の候、貴クラブにおかれましてはライオンズクラブ活動に益々ご活躍のこ

ととお慶び申しあげます。 

さて、第６７回年次大会ガバナーズ・アワードにつきましては、コロナ禍にありなが

らも多数のご申請を賜り、日頃より各クラブが「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」の精神のもと、工夫をさ

れた上でアクティビティ活動を継続して行われておられます事に対し、心より敬意を表

するとともに、感謝申し上げます。第 3 回キャビネット会議にて、ご報告いたしました

が、別紙の通り審査結果をご報告申しあげます。 

本年度、GST 部門ならびに FWT 部門につきましては、２月２２日（月）アクティビ

ティ・コンペティション当日の Zoom による投票、また同会場の別室で薬物乱用防止教

育認定講師養成講座にご出席いただいたメンバーの投票、および各クラブからの投票を

集計し、決定させて頂きました。各クラブへ配布させて頂きました「アクティビティ・

コンペティションブック」は、今後のクラブ活動の参考としてご活用頂ければ幸甚に存

じます。 

受賞クラブの表彰につきましては、新型コロナウイルスの影響により式典を中止とい

たしました為、全てのアワードを対象とした表彰式を開催することはできませんが、第

６７回年次大会記念事業「アクティビティ・コンペティション」の大衆賞につきまして

は、４月１７日（土）年次大会当日に授賞式を行わせて頂きます（対象クラブへは別途

ご案内申し上げます） 

この他、「ガバナーズ・アワード」につきましては、年次大会以降、ライオンズクラ

ブ公認指定業者より、順次各クラブへ表彰賞品を発送させて頂きたいと存じます。 

本件につきまして、何卒ご理解くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

同文送付先： キャビネット構成員，元地区ガバナー 
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第６７回 ガバナーズ・アワード受賞クラブ、メンバー報告 

２０２１年 3 ⽉１５⽇

１． A 賞：ＧＬＴ（グローバル指導⼒育成チーム）アワード

賞名 受賞クラブ 受賞理由
GLT 指導⼒育成
最優秀賞

東京豊島 LC 会歴の浅いメンバーへの勉強会実施、会員オリエンテー
ションへの積極的な参加

GLT 指導⼒育成
優秀賞

東京新宿 LC 新⼊会員オリエンテーションの実施
東京⽥無 LC GLT 主催セミナーへの積極的な参加

２． Ｂ賞：ＧＭＴ（グローバル会員増強チーム）アワード

賞名 受賞クラブ/個⼈
GMT 会員増強 最優秀賞 東京新宿 LC

優秀賞 東京浅草 LC 東京サンシャイン LC
スポンサー賞 L 佐久間 侶男（東京新宿 LC）

GMT 家族会員増強 最優秀賞 東京稲⾨ LC
優秀賞 東京ピース LC 東京飯⽥橋 LC 東京練⾺ LC

GMT エクステンション 優秀賞 東京⾜⽴中央
LC

東京町⽥クレイ
ン LC

東京神宮 LC

GMT ⽀部創設 優秀賞 東京零環 LC 東京武蔵野 LC 東京ピース LC
東京新宿 LC 東京江⼾川 LC 東京サンシャイ

ン LC
GMT 退会防⽌ 優秀賞 東京新世紀 LC 東京江⼾川中央

LC
東京江⼾川東 LC

東京⾜⽴ LC 東京荒川 LC 東京けやき LC
東京豊新 LC 東京⼭⼿ LC 東京世⽥⾕ LC
東京表参道 LC 東京町⽥ LC 武蔵村⼭ LC
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３． Ｃ賞：ＧＳＴ（グローバル奉仕チーム）アワード 

新規部⾨ 

賞名 受賞クラブ 受賞アクティビティ 
GST 新規部⾨最優秀賞 東京シティ LC 嵐⼭⾥⼭保全労⼒奉仕活動 
GST 新規部⾨優秀賞 東京渋⾕ LC 消防署⽀援アクティビティ 

東京⽟川 LC ⼦ども⾷堂への⽀援−ハイブリッド型社会奉仕 
東京スバル LC ⾳楽療法啓発 

GST 継続推進賞 東京江⼾川中央
LC 

ライオンズクエストワークショップ 

 
合同部⾨ 

賞名 受賞クラブ 受賞アクティビティ 
GST 合同部⾨最優秀賞 １２１クラブ 

（別紙参照） 
STOP 児童虐待！東京タワーオレンジリボン⼤作
戦 

GST 合同部⾨優秀賞 ３５クラブ 
（別紙参照） 

増上寺献⾎奉仕 

東京⾜⽴・ 
⾜⽴中央 LC 

あだちけいおんフェスタライオンズカップ 

東京両国・ 
東京本所・ 
東京センチュリー
LC 

伊⾖⻑岡学園⽀援 

東京新都⼼ LC 防災フェア 
 
継続部⾨ 

賞名 受賞クラブ 受賞アクティビティ 
GST 継続部⾨最優秀賞 東京町⽥クレイン

LC 
パプアニューギニア⼩学校建設・⽀援 

GST 継続部⾨優秀賞 東京清瀬 LC チャリティ歌謡祭 
東京光が丘 LC 犯罪被害者⽀援募⾦ 
東京江⼾川東 LC 落書き消し 
東京表参道 LC ドレミファダンス 
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４． Ｄ賞：ＦＷＴ（家族及び⼥性チーム）アワード 

賞名 受賞クラブ 受賞アクティビティ 
FWT 最優秀賞 東京ウィル LC ヘアドネーション 
FWT 優秀賞 東京平成 LC 

東京新橋 LC 
東京世⽥⾕ LC 
東京銀座 LC 
東京数寄屋橋 LC 
東京ピース LC 

ヘアドネーション 

東京さぎそう LC 古本募⾦・外貨利⽤ 
東京ピース LC 
東京⽥無 LC 
東京⻄新井 LC フードドネーション 

FWT 特別賞 東京サンシャイン
LC 

ヘアドネーション 

 
 

５． Ｅ賞：ＬＣＩＦ（ライオンズクラブ国際財団）アワード 

賞名 受賞クラブ/個⼈ 
MJF 貢献賞 Ｌ伊賀 保夫（東京ピース LC）、L 伊賀 則夫(東京葵 LC)、 

Ｌ⼭⽥ 春雄、L 越村 義雄、L ⼤⽥ 佳⼦（東京銀座 LC） 
Ｌ⼾部 研⼀（東京数寄屋橋 LC）、Ｌ妹尾 裕夫（東京尾張町 LC）、 
Ｌ阿久津 隆⽂（東京⾚坂 LC）、Ｌ⼩泉 宗孝（東京城東 LC）、 
Ｌ⼤森 光徳（東京綾瀬 LC）、Ｌ井桁 秀夫（東京江⼾川南 LC）、 
Ｌ柳 秀夫（東京豊島 LC）、Ｌ⻑嶋 ⽂⼀郎（東京豊新 LC）、 
Ｌ今井 ⽂彦（東京巣鴨 LC）、Ｌ芝⽥ 好晃（東京成城 LC）、 
Ｌ堀⼝ 昭⼦、Ｌ中村 善⼦（東京成城 LC）、Ｌ⼭浦 晟暉（東京新宿 LC）、 
Ｌ宇⽥川 直⼦（東京中野 LC）、Ｌ増⽥ 正明（東京⽥無 LC）、 
Ｌ原⽥ 純⼦（東京⼋王⼦⾼尾 LC）、Ｌ⽯井 征⼆（東京⼋王⼦陵東 LC） 
（以上 22 名） 

１００ドル献⾦ 
達成賞 

東京 LC、東京番町 LC、東京葵 LC、東京堀留 LC、東京銀座 LC、 
東京築地 LC、東京晴海 LC、東京数寄屋橋 LC、東京⼭王 LC、東京新橋 LC、
東京⾚坂 LC、東京神宮 LC、東京桜⾨ LC、東京駿河台 LC、東京葛飾東 LC、 
東京上野南 LC、東京志村 LC、東京ウィル LC、東京豊新 LC、 
東京サンシャイン LC、東京⽂京 LC、東京巣鴨 LC、東京渋⾕ LC、 
東京原宿 LC、東京⼭⼿ LC、東京代々⽊ LC、東京渋⾕中央 LC、 
東京神宮前 LC、東京世⽥⾕ LC、東京⽟川 LC、東京成城 LC、 
東京さぎそう LC、東京新宿 LC、東京新宿東 LC、東京中野 LC、 
東京調布 LC、東京町⽥ LC、東京三鷹 LC （以上 38 クラブ） 

クラブシェアリ
ング実施賞 

東京葵ＬＣ、東京番町 LC、東京数寄屋橋 LC、東京光が丘 LC 
（以上 4 クラブ） 
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６． Ｆ賞：ＰＲ（広報活動）アワード 

賞名 受賞クラブ/個⼈ 受賞理由 
ＰＲ最優秀賞 東京新宿 LC ライオン像：みらいおん 
ＰＲ優秀賞 東京ウィル LC ヘアドネーションのＰＲ活動 

東京スバル LC YouTube による⾳楽療法アクティビティ 
東京調布 LC クラブホームページの活⽤および街頭でのＰＲ活動 
東京⽥無 LC ⻄東京市下野⾕遺跡への寄付による芳名掲⽰ 
Ｌ⼭⽥ 忠良 
(東京⽥無 LC) 

ＦＭ⻄東京の「⽥無神社ラジオ」への出演 

 
 
７． Ｇ賞：ガバナー特別賞 

賞名 受賞個⼈ 受賞理由 
ガバナー特別賞 L 坂本 純⼀ 

（東京三鷹 LC） 
３３０−A 地区の IT 化に多⼤なる貢献を⾏った。 

L 林 秀⾏ 
（東京三鷹 LC） 

ご意⾒伺い隊として、5 つ以上のクラブに訪問し、有意
義な報告を⾏った。 

L 北岡 知⼦ 
（東京渋⾕ LC） 

ご意⾒伺い隊として、5 つ以上のクラブに訪問し、有意
義な報告を⾏った。 

L 関 ⾶雄⼀ 
（東京昭島 LC） 

ご意⾒伺い隊として、5 つ以上のクラブに訪問し、有意
義な報告を⾏った。 

 
 
８． H 賞：特別部⾨アワード 

（１）敬寿賞 
賞名 受賞個⼈ 
敬寿賞 
（傘寿） 

L ⽻⿃ 貞⼦ 
（東京 LC） 

L 髙井 和伸 
（東京丸の内 LC） 

L 佐藤 隆造 
（東京⾺場先⾨ LC） 

L 佐藤 フジ⼦ 
（東京⾺場先⾨ LC） 

 L 岡村 邦彦 
（東京中央 LC） 

L 岡村 有⼦ 
（東京中央 LC） 

L 三浦 義哲 
（東京中央 LC） 

L 宮内 彰夫 
（東京尾張町 LC） 

 L 神⽥ 久 
（東京⻁ノ⾨ LC） 

L 浜中 順⼀ 
（東京⻁ノ⾨ LC） 

L 桃沢 秀 
（東京愛宕⼭ LC） 

L 増⽥ 任雄 
（東京本所 LC） 

 L 佐藤 ⼀夫 
（東京墨東 LC） 

L 真下 利⼀ 
（東京墨東 LC） 

L 吉崎 隆 
（東京墨東 LC） 

L 岡本 幸⼦ 
（東京深川 LC） 

 L ⽇下⽥ ⼆三雄 
（東京深川 LC） 

L 遠藤 光男 
（東京駿河台 LC） 

L ⼤越 武雄 
（東京⽩⾨ LC） 

L ⽥尻 紀夫 
（東京⽩⾨ LC） 

 L 星野 紘紀 
（東京⽩⾨ LC） 

L ⼤⿃ 嘉信 
（東京葛飾東 LC） 

L 相澤 明義 
（東京綾瀬 LC） 

L ⽚野 悦宏 
（東京⾜⽴中央 LC） 
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賞名 受賞個⼈ 
敬寿賞 
（傘寿） 

L 荒井 勇 
（東京浅草 LC） 

L 岡部 弘 
（東京北 LC） 

L 野⼝ 邦雄 
（東京北 LC） 

L 眞下 榮泰 
（東京けやき LC） 

L 新井 衛 
（東京練⾺ LC） 

L 南雲 隆洋 
（東京練⾺ LC） 

L 泉⽥ 恒夫 
（東京練⾺⻄ LC） 

L ⼤久保 清⼈ 
（東京練⾺⻄ LC） 

 L 伊藤 良治 
（東京⽯泉 LC） 

L ⼭⽥ 喜守 
（東京⽯泉 LC） 

L 吉⽥ 實 
（東京⽂京 LC） 

L 相川 順⼀ 
（東京フューチャーLC） 

 L ⾼本 晴夫 
（東京⽬⿊ LC） 

L 佐藤 東和太 
（東京渋⾕ LC） 

L ⼋⽊原 保 
（東京神宮前 LC） 

L 岡村 和⾂ 
（東京⽟川 LC） 

 L 桑島 俊彦 
（東京成城 LC） 

L 堀⼝ ⼀男 
（東京成城 LC） 

L ⼤上 幹夫 
（東京さぎそう LC） 

L 落合 博⾏ 
（東京三軒茶屋 LC） 

 L 北⾒ 正雄 
（東京三軒茶屋 LC） 

L 榎本 惠⼀ 
（東京新宿 LC） 

L ⼩島 清隆 
（東京新宿 LC） 

L 鈴⽊ 郁朗 
（東京新宿 LC） 

 L ⽵井 壽⼀ 
（東京新宿 LC） 

L 吉⽥ 亮⼀ 
（東京新宿 LC） 

L ⿊澤 功記 
（東京中野 LC） 

L 鈴⽊ 宏侑 
（東京中野 LC） 

 L ⿊須 努 
（東京新宿東 LC） 

L 樋⼝ 悠治 
（東京新宿東 LC） 

L 宮澤 千昭 
（東京調布 LC） 

L 安松 董矩 
（東京調布 LC） 

 L 前野 拓郎 
（東京三鷹 LC） 

L ⼾⽥ 周良 
（東京町⽥ LC） 

L 塚⽥ 忠次郎 
（東京稲城多摩 LC） 

L 内藤 征宣 
（東京町⽥クレイン LC） 

 L 荻⽥ 武男 
（東京⽴川 LC） 

L 鴨下 悦昌 
（東京⼩⾦井 LC） 

L ⾼岡 紘 
（東京⼩⾦井 LC） 

L 星野 治衛 
（東京⼩⾦井 LC） 

 L 芳須 保⾏ 
（東京⼩⾦井 LC） 

L 塩⽉ 藤太郎 
（東京⽥無 LC） 

L 村上 義輝 
（東京⽇野 LC） 

L 町⽥ 貞修 
（東京⼋王⼦中央 LC） 

 L 室岡 喜代⼆ 
（東京⼋王⼦中央 LC） 

L ⽯井 省治 
（東京⼋王⼦いちょう LC） 

L 指⽥ 栄⼆ 
（東京福⽣ LC） 

L 島⽥ ⾠夫 
（東京⽻村 LC） 

 L ⽥村 ⾦⼦男 
（東京⽻村 LC） 

L 滝島 由雄 
（東京瑞穂 LC）   

敬寿賞 
（卒寿） 

L 伊藤 ⼀郎 
（東京⾺場先⾨ LC） 

L ⼤⽊ 康次 
（東京⾺場先⾨ LC） 

L 佐藤 利三 
（東京深川 LC） 

L 野⽥ 宗典 
（東京葛飾 LC） 

L 梶 冨美⼦ 
（東京⻄新井 LC） 

L 我妻 芳男 
（東京荒川⻄ LC） 

L 上本 芳正 
（東京⽬⿊ LC） 

L 中野 了 
（東京渋⾕ LC） 

 L ⻘⽊ 恒春 
（東京代々⽊ LC） 

L 飯⽥ 雄⼀ 
（東京中野 LC） 

L ⼾⽮崎 哲 
（東京中野 LC） 

L 新⾕ 統彦 
（東京⽥無 LC） 

 L 曽根原 良仁 
（東京⽥無 LC） 

L ⼩作 利雄 
（東京⽻村 LC）   

敬寿賞 
（⽩寿） 

L 兵藤 皐 
（東京セントラル代官⼭ LC）    
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（２）在籍メンバー賞 
賞名 受賞個⼈ 
在籍 40 年 L 久保⽥ 義隆 

（東京晴海 LC） 
L 知野 秀雄 
（東京晴海 LC） 

L 荒井 英男 
（東京⻁ノ⾨ LC） 

L 野⼝ 勇 
（東京桜⾨ LC） 

 L ⼋⽊ 次雄 
（東京葛飾 LC） 

L 相澤 明義 
（東京綾瀬 LC） 

L 横溝 真男 
（東京綾瀬 LC） 

L ⻄村 泰⼀ 
（東京鶯⾕ LC） 

 L 松永 清 
（東京上野東 LC） 

L 関⼝ 正雄 
（東京練⾺⻄ LC） 

L 滝沢 登志夫 
（東京池袋 LC） 

L 伊藤 義男 
（東京調布 LC） 

 L ⼭⽥ 豊 
（東京福⽣ LC） 

   

在籍 45 年 L 歌⽥ 勝弘 
（東京 LC） 

L 安野 徳 
（東京晴海 LC） 

L 榎 秀郎 
（東京⽩⾨ LC） 

L ⼭下 洋⽂ 
（東京上野東 LC） 

 L ⻄林 経博 
（東京蒲⽥ LC） 

L 守屋 清 
（東京⽟川 LC） 

L ⼤⼭ 隆⽞ 
（東京⼋王⼦中央 LC） 

L 窪⽥ 重信 
（東京福⽣ LC） 

 LS ⽯川 京⼦ 
（東京福⽣ LSC） 

LS ⽥村 雅⼦ 
（東京福⽣ LSC） 

  

在籍 50 年 L 静永 純⼀ 
（東京⾚坂 LC） 

L 牧 稔 
（東京葛飾東 LC） 

L 越野 吉太郎 
（東京鶯⾕ LC） 

L 政⽊ 喜三郎 
（東京鶯⾕ LC） 

 L 吉⽥ 實 
（東京⽂京 LC） 

L ⻘⽊ 恒春 
（東京代々⽊ LC） 

L 中村 ⽵夫 
（東京代々⽊ LC） 

L 吉⽥ 剛 
（東京代々⽊ LC） 

在籍 55 年超 L ⼩林 ⽶治郎 
（東京銀座 LC） 

L 藤森 紫朗 
（東京霞ヶ関 LC） 

L 中⼭ 正暉 
（東京⽩⾨ LC） 

L 飯⽥ ⾦広 
（東京板橋⻄ LC） 

 L 恩⽥ 幸正 
（東京豊島 LC） 

L 中野 了 
（東京渋⾕ LC） 

L 岸上 家幸 
（東京渋⾕ LC） 

L 島⽥ 清四郎 
（東京⽻村 LC） 

 L 宮川 英男 
（東京⽻村 LC） 

   

 
 

９． アクティビティ・コンペティション⼤衆賞 

新規部⾨⼤衆賞 
「⼦ども⾷堂への⽀援、障がい者⽀援、児童虐待防⽌、LCIF の PR を兼ね備えた 
『ハイブリッド型社会奉仕』」（東京⽟川 LC） 
 
合同部⾨⼤衆賞 
「STOP 児童虐待！東京タワーオレンジリボン⼤作戦」 
（119 クラブ＆GST 社会福祉・障がい者⽀援委員会） 
 
継続部⾨⼤衆賞 
「落書き消し」（東京江⼾川東 LC） 

 
１０． アクティビティ・コンペティション参加賞 

今回アクティビティ・コンペティションに応募いただき、惜しくも上記の C 賞、D 賞を逃したクラ
ブに対しても、アクティビティ・コンペティション参加賞が贈呈されます。 

以上 
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STOP 児童虐待！東京タワーオレンジリボン⼤作戦参加クラブ（１２１クラブ） 
R Z クラブ名 R Z クラブ名 R Z クラブ名 R Z クラブ名 
1 1 東京丸の内 4 3 東京桜⾨ 8 1 東京サンシャイン 12 1 東京調布 

    東京千代⽥     東京セントポール   2 東京⽂京    東京三鷹 
    東京⾺場先⾨     東京駿河台     東京九段    東京吉祥寺 
  2 東京番町 5 1 東京江北     東京巣鴨  2 東京町⽥ 
    東京桜⽥⾨     東京葛飾     東京神楽坂    東京町⽥クレイン 
    東京⼀ツ橋     東京⻲有     東京セイシン 13 1 東京⽴川 
    東京ハッピーきもの     東京葛飾東 9 1 東京品川    東京⼩⾦井 
  3 東京葵     東京綾瀬     東京⼤森    武蔵村⼭ 
    東京蒼天   2 東京江⼾川     東京蒲⽥    東京国⽴ 
2 1 東京メディカル     東京江⼾川南     東京⽻⽥  2 東京清瀬 

  2 東京銀座     東京江⼾川中央     東京荏原    東京東⼤和 
    東京晴海     東京江⼾川東   2 東京⽬⿊    東京⽥無 
    東京数寄屋橋   3 東京つばき     東京五反⽥ 14 1 東京⽇野 
    東京尾張町 6 1 東京浅草     東京ウエスト    東京⼋王⼦中央 
    東京平成     東京三宅島 10 1 東京渋⾕    東京⼋王⼦いちょう 
  3 東京みやこ     東京⾶翔     東京原宿    東京⼋王⼦⾼尾 
    東京ワンハンドレッド   2 東京上野     東京神宮前    東京⼋王⼦陵東 
    東京新世紀     東京上野南   2 東京世⽥⾕    東京桑都 
    東京⼭王     東京鶯⾕     東京⽥園調布  2 東京⽻村 
3 1 東京新橋     東京上野東     東京⽟川      

    東京芝     東京イースト     東京成城      
    東京⾼輪 7 1 東京荒川     東京シティ      
  2 東京⿇布     東京北     東京さぎそう      
    東京愛宕⼭     東京荒川⻄     東京三軒茶屋      
  3 東京⾚坂   2 東京志村     東京⾃由が丘      
    東京六本⽊     東京けやき 11 1 東京新宿      
    東京神宮   3 東京練⾺     東京新都⼼      
    東京ヒルズ     東京⽯泉     東京スバル      
    東京ゴルフ     東京光が丘   2 東京杉並      
    東京ドリーム     東京ウィル     東京中野      
4 1 東京隅⽥川     東京マリア     東京⾼井⼾      

    東京本所         3 東京新宿東      
  2 東京江東           東京早稲⽥      
    東京江東南           東京新宿御苑      
    東京深川           東京キング      
    東京城東                  
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増上寺献⾎（３５クラブ） 
R Z クラブ名 R Z クラブ名 R Z クラブ名 
1 1 東京⾺場先⾨ 4 3 東京駿河台 9 1 東京荏原 
  2 東京ピース     東京⽩⾨   2 東京ウエスト 
    東京⼀ツ橋 5 2 東京江⼾川南 10 1 東京渋⾕ 
  3 東京蒼天     東京江⼾川東   2 東京世⽥⾕ 
    東京葵⽀部 魁 6 1 東京秋葉原     東京三軒茶屋 
2 1 東京メディカル     東京浅草 11 1 東京新宿 
  2 東京銀座     東京⾶翔 12 2 東京町⽥クレイン 
    東京数寄屋橋   2 東京上野南 13 1 東京昭島 
3 1 東京新橋 7 3 東京⽯泉   2 東京⽥無 
    東京２０２０     東京ウィル 14 1 東京⼋王⼦中央 
  2 東京⿇布     東京マリア   2 東京⻘梅 
  3 東京⾚坂             
    東京ドリーム             

 


