
 

 

 

２０１２年１２月２５日 

 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

 

ク ラ ブ 会 長 ・ 幹 事  各 位 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

第５９回年次大会 

大会会長／地区ガバナー 

阿久津 隆 文 

大会委員長／元国際理事         

Ｌ 山 浦 晟 暉 

                                 
 

３３０－Ａ地区第５９回年次大会・一括書類送付について 
 

 

２０１３年４月２０日（土）東京プリンスホテルにおいて開催の『３３０－Ａ地区

第５９回年次大会』に関する一括書類をご送付致しますので、メンバー各位にご通知

いただきますようお願いいたします。 

 

年次大会関係書類は各クラブに１部ずつお送りいたしますので、必要に応じメンバ

ー各位に、ご回覧又はコピーを配布くださるようお願いいたします。 

なお、パンフレットを同封させていただきます。 

 

ライオネスクラブ、レオクラブのスポンサークラブにおかれましては、併せてライ

オネスクラブならびにレオクラブのメンバー各位を年次大会へお誘いいただきます

ようお願いいたします。 

 

※一般会員参加申し込み手続きは、 

お手数でも貴クラブ分をお取りまとめ頂き､ｅＭＭＲ－サバンナにてご登録下さい。 

最終申込は３月３１日（日）を締め切りといたします。 

また同日以降のキャンセルが生じた場合は、貴クラブにて費用のご負担をお願いい

たします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
同文送付先： 前地区ガバナー、第１・第２副地区ガバナー、キャビネット正副幹事・会計、 

ＧＭＴ・ＧＬＴコーディネーター、リジョン・チェアパーソン、 

ゾーン・チェアパーソン、各委員会委員長、会計監査委員、 

第５９回年次大会委員会、ライオネスクラブ会長、レオクラブ会長 

 



 

 

 
２０１２年１２月２５日 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

ク ラ ブ 会 長 ・ 幹 事  各 位 

第５９回年次大会 

大会会長／地区ガバナー 

阿久津 隆 文 

大会委員長／元国際理事         

Ｌ 山 浦 晟 暉 

 

『３３０－Ａ地区第５９回年次大会』参加についてのご説明とご依頼 
 
 
「３３０－Ａ地区第５９回年次大会に関する書類」をご送付いたします。 
４月２０日（土）の本年次大会では、｢代議員会｣ (次期地区ガバナーおよび第１副地区ガバ

ナー、第２副地区ガバナー選出のための投票、各分科会審議、大会決議)  その後「大会式典」 
｢晩餐会｣ が行事予定として開催されます。 

※レオ・ライオネスクラブ会員、並びに会員以外の一般参加者(ライオン以外)のみ添付の 

※今年度は参加者数を下記表のように予定致しております。 
『330－Ａ地区第５９回年次大会「式典」「晩餐会」登録票』にてご提出願います。 

各クラブのご協力を宜しくお願い申し上げます。  
 ※振込先につきましては、パンフレットに記載されておりますのでご参照ください。 

                               
   日  時 プログラム  参加資格   登 録 料 参 加 者 予 定 数 

 
 

              
４月２０日（土） 

   
東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

 
代議員会総会 
 
次期地区ガバナー
および第１副地
区ガバナー、第２
副地区ガバナー
選出 
 
各分科会審議 
 
大会決議 

 
 
代議員 

 
１１，０００円 
 
(大会式典登録

料を含む) 

 
約４９０名 
 
国際会則付則第９条 
第３項に基づき 
1 年 1 日以上在籍の 
会員１０名当たり 
１名 

（端数の場合は過半数

 
）  

 
 
４月２０日（土） 

 
東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

 
 
大会式典 

一般会員、 
レオ・ライオ

ネス並びに 
同伴者       

 
５，０００円 

 
 約１,１００名 

 
例会振替等により大勢

のメンバーの参加をお

願いいたします。   
家族会員 
(親会員除く) 

２，５００円 

 
４月２０日（土） 

 
東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

 

 
晩餐会 
 

代議員、 
一般会員、 
家族会員、 
レオ・ライオ

ネス並びに 
同伴者 

 
１０，０００円   

 
約４００名 
 
楽しい企画を 
考えております。 

※本年次大会が成功裡に開催されますよう、多数のご参加をよろしくお願いいたします。 



 

 
330－A 地区 第５９回年次大会「式典」「晩餐会」登録票 

（※レオ・ライオネス会員、一般参加者（メンバー以外)※） 
                                                   ２０１３年  月  日 

                       
 第   Ｒ・第    Ｚ    
                         

                 ＬＣ 

 
  会長 Ｌ                

参加者の氏名及び性別欄、参加する会合に○印をお願いいたします。  

 
NO  －   

 
NO  

 
◎ﾚｵ・ﾗｲｵﾈｽ会員名 
 
◎メンバー以外の 

一般参加者名 
  ご同伴者名 

 
 
性 別 

大会式典  
ﾚｵ､ﾗｲｵﾈｽ 
一般参加者

ご同伴者 
 

 
 

晩餐会 
 

10,000 円 

 
 

合 計 金 額 
 
 

5,000 円 
 

1 
 

  
男・女 

   

 
2 

 

  
男・女 

   

 
3 

 

  
男・女 

   

 
4 

 

  
男・女 

   

 
5 

 

  
男・女 

   

 
6 

 

  
男・女 

   

 
7 

 

  
男・女 

   

 
8 

 

  
男・女 

   

 
 
 

 
 合   計       

 
 

 
    名 

 
      名      

 
計        円 

 
  ○ＦＡＸまたはＥメールにてご返信ください。 

○ ライオンズクラブメンバーの方はｅＭＭＲ－サバンナにてご登録お願いします。 
   

※2013 年 3月 31日（日）までにキャビネット事務局（必着）あてご送信ください。 
330-A地区キャビネット事務局  Fax：03-5330-3370   Mail：cab@lions330-a.org 



 

 

２０１２年１２月２５日 
ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

 

ク ラ ブ 会 長 ・ 幹 事  各 位 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

第５９回年次大会 

大会会長／地区ガバナー 

阿久津 隆 文 

大会委員長／元国際理事         

Ｌ 山 浦 晟 暉 
                         

３３０－Ａ地区第５９回年次大会「各クラブ代議員氏名」登録について 
 
４月２０日（土）に開催の３３０－Ａ地区第５９回年次大会の代議員について、下記要領に

よりｅＭＭＲ-サバンナの地区代議員登録コンテンツより分科会を選択し、氏名のご登録をお

願いいたします。 
記 

（１）地区年次大会は、地区ガバナー、その他の地区内国際役員、元国際理事、前・元地区 
ガバナーおよびクラブから正式に派遣される代議員をもって構成されます。 

 
（２）代議員派遣定数の算定について 
  ①  単一クラブより正式に派遣される代議員の定数は、

    

少なくとも１年と１日クラブに 

例）…４５名の会員の場合は５名の代議員となります。 
在籍しているメンバー１０名当たり１名の割合とし、端数は過半数とします。 

     正代議員欠席の場合は、補欠の方のご出席をお願いいたします。 
 
    ２０１２年３月１日以降に入会又は転入されたメンバーが在籍する場合は、代議員 

派遣定数の算定の際、１年と１日クラブに在籍しているメンバー数にカウントしな 
いようご注意ください。 

 
  ②  派遣される代議員の在籍年数は１年と１日以上です。 

 

  ③  会員数は国際会則に「大会開催前月１日付国際本部の記録に示された」と規定され

ておりますので、

     なお、この期間中に結成された新クラブは、３月１日(金)までに必ずご連絡ください。 
２０１３年３月１日時点の予想会員数より算定してください。 

改めて追加調整いたします。 
 

（３）各クラブより派遣される代議員の登録については、クラブ会長を優先してご登録のお

願いをいたします。なお、キャビネット構成員（ＧＭＴ・ＧＬＴコーディネーター、

ＲＣ、ＺＣ、委員長）は代議員総会及び分科会の委員長、副委員長等にお願い致しま

すので、できるだけ代議員のご登録をお願いいたします。  
 

地区の大会において代議員となれる会員の種類は、正会員、終身会員（正会員の義務 
を果たしている場合）、優待会員となっております。 
そのうち、（３）に該当する方々を優先してご登録をお願いいたします。 

 



 
（４）「大会議事規則第５項」の規定により代議員の委員会および分科会の所属は、議長がこ

れを定めることになっていますが、各クラブよりの代議員氏名はｅＭＭＲ－サバンナ

により、希望の分科会欄にご登録ください。 
   なお、案件、分科会の定数、会場その他の都合により、お申込みの通りにならない場

合もありますので、予めご了承ください。 
 
  ※元ガバナー、ＲＣ、ＺＣ、委員長についてのご登録は、別紙の通りの各分科会に 

ご登録をお願いいたします。 
 
  ※複数名の代議員登録については、ご登録分科会が重複しないようにお願いいたします。 
 
（５）提出議案のあるクラブは、審議される分科会に提案説明者を必ず代議員として、   

登録してください。 
 
（６）代議員登録は、ｅＭＭＲ－サバンナをご使用ください。 

２０１３年２月１８日（月）締め切りで、ご登録願います。  
 
（７）締切日までに登録した代議員については、資格審査委員会において資格を確認し 

「代議員証」を各クラブ会長あて送付しますので、クラブ会長は署名のうえ、 
各代議員にお渡しください。 

   代議員各位は出席の際、必ず受付で再確認を受けてください。 
 
 
 
〔代議員数算定手順_参考〕 

   
     ① ２０１３年３月１日時点の予想会員数にて １年と１日在籍の会員数を算定する。 

  
↓ 

    
② その内、10 名につき 1 名の人数を算定する。 

   
↓ 

    
③ クラブ内に地区ガバナー、元地区ガバナーが在籍されている場合は、その人数を加える。 

 

     
     

① 

3/1 時点で 1 年と 1 日 

在籍人数 

② 

その内、10 人につき 1 名の 

選出可能な代議員数 

③ 

ガバナー、元地区ガバナー

が在籍の場合は、その人数 

選出代議員数 
 

  ０名～１４名 1 1 2 例 

 １５名～２４名 2 2 4 例 

 ２５名～３４名 3 0 3 
 

 ３５名～４４名 4 0 4 
 

 ４５名～５４名 5 0 5 
 

 ５５名～６４名 6 0 6 
 

 ６５名～７４名 7 0 7 
 

     
国際会則付則第９条 地区大会及び選挙 第３項に基づき、 

※ 新しく結成されたクラブからも代議員を 1 名派遣することができます。 
  

※ 10 名に満たないクラブからも代議員を 1 名派遣することができます。 
   



３３０－Ａ地区第５９回年次大会議事規則 

1. ３３０－Ａ地区第５９回年次大会は、大会に参加した地区内、現・元国際協会役員

及びクラブ代議員をもって構成する。キャビネット構成員は大会に参加し発言する

ことはできるが、クラブ代議員でない限り投票することはできない。 

  地区ガバナー、第１及び第２副地区ガバナー指名・選挙委員会及びキャビネット委

員会の委員長や副委員長が代議員でなかったり、代議員を辞退した場合でも、同委

員会委員長及び副委員長は代議員会に立ち入ることができ、議長の許可を得て発言

することができる。 

 

2. 代議員のうちクラブ代議員は、クラブ会長が署名した資格証明書を、公式プログラ

ムに記載された登録時間内に資格審査委員会に提出し、資格を確認されなければな

らない。 

 

3. 大会議長(以下議長という)には地区ガバナー、大会副議長には第１副地区ガバナー

及び第２副地区ガバナー、大会幹事にはキャビネット幹事、大会会計にはキャビネ

ット会計がこれに当たる。 

  議長はその他の大会役員を任命する。 

 

4. 議長は下記の委員会および分科会を設け、その委員長および副委員長(さらに、 

  必要な場合は顧問)を任命する。 

  (１) 資格審査委員会 

 (２) 議事運営委員会 

  (３) 地区ガバナー、第１及び第２副地区ガバナー指名・選挙委員会 

  (４) 決議委員会 

（ただし、議長は、決議委員会を次の分科会に分けることができる) 

  (ア) 政策・中長期計画／会則・会員・組織連携／法人化検討推進分科会 

(イ） 経理分科会 

  (ウ) 会員増強／クラブサクセス／エクステンション／ 

                     家族会員・ライオンズカード推進分科会 

  (エ) 指導力育成／青年アカデミー分科会 

  (オ) 広報／ＩＴ合理化・事務局緊急対応分科会 

  (カ) アクティビティⅠ分科会  （ＬＣＩＦ、国際協調、国際大会参加） 

  (キ) アクティビティⅡ分科会   （環境保全、緊急アラート） 

  (ク) アクティビティⅢ分科会  （青少年・レオ・ライオンズクエスト、薬物乱用防止、ＹＥ、 

                             オリンピック・パラリンピック招致支援） 

  （ケ） アクティビティⅣ分科会  （献眼・献腎・臓器移植、献血・骨髄移植推進、 

社会福祉・障がい者支援） 

 

5． 代議員及びキャビネット役員の委員会および分科会の所属は議長がこれを定める。 

 

6． 各委員会及び分科会の委員長はその議事を主導し審議結果を大会に報告する。 

 

7． 議決はすべて出席し投票した代議員全員の過半数をもって決する。なお、可否同数

の場合は議長の裁定するところによる。 



 

 

8． 議案は、あらかじめ文書をもってキャビネットに提出する。キャビネットはそれを

検討のうえ大会の議案を決定し、大会開催2週間前までに各クラブに通知する。それ

以外の方法で提出された議案を審議しようとするときは、大会に出席した全ての代

議員の3分の2以上の同意を必要とする。ただし、その議案は前もって文書で議長に

提出しなければならない。 

 

9. 提案理由の説明および発言は、一人3分を超えてはならない。ただし、大会では議長、

委員会及び分科会では委員長が特に必要と認めた場合は、このかぎりではない。 

 

10． 次期地区ガバナー、次期第１及び第２副地区ガバナーの選出は次の方法によるもの

とし、選挙は、地区ガバナー、第１及び第２副地区ガバナー指名・選挙委員会が管

理する。 

（1）次期地区ガバナーの選出 

  （ア）代議員の単記無記名投票選挙を行う。 

  （イ）有効得票の過半数の得票者をもって次期地区ガバナーとする。 

（ウ）過半数の得票がなかった場合は、空席が生じるものとし、国際付則第９条６

（e）項が適用される。 

（エ）候補者が1名のときは、上記(ア),(イ)の趣旨に則ることを条件に、別の方法

によることができる。 

  （オ）同数得票の場合は、国際附則第9条７項により、解決する。 

 

（2）次期第１副地区ガバナーの選出 

  （ア）代議員の単記無記名投票選挙を行う。 

  （イ）有効得票の過半数の得票者をもって次期第１副地区ガバナーとする。 

  （ウ） 過半数の得票がなかった場合は、空席が生じるものとし、国際付則第９条６

（d）項が適用され、地区（単一／準／複合）の会則および付則に従って補充

される。 

（エ）候補者が1名のときは、上記(ア),(イ)の趣旨に則ることを条件に、別の方法

によることができる。 

（オ）同数得票の場合は、国際附則第９条第７項により、解決する。 

 

 (3) 次期第２副地区ガバナーの選出 

  （ア）代議員の単記無記名投票選挙を行う。 

  （イ）有効得票の過半数の得票者をもって次期第２副地区ガバナーとする。 

  （ウ） 過半数の得票がなかった場合は、空席が生じるものとし、国際付則第９条６

（d）項が適用され、地区（単一／準／複合）の会則および付則に従って補充

される。 

（エ）同数得票の場合は、国際附則第９条第７項により、解決する。 

  （オ）過半数の得票者がなかった場合には、直ちに得票数の多かった上位２名にお

いて再度選挙を行う。 

  （カ）候補者が１名のときは、上記(ア),(イ)の趣旨に則ることを条件に、別の方法 

     によることができる。 

 

11. 別に定めないかぎり、議事手続きはロバート議事規則による。 



第５９回年次大会 各種登録についての注意事項とお願い 

 
*** 〔代議員登録〕に関して *** 
 

 

１ 各クラブから派遣される代議員の定数外構成員は・・・ 

地区ガバナー、国際協会役員、元国際理事、前・元地区ガバナーですので、 

必ず登録をしてください。                     【表１参照】 

 阿久津隆文(東京赤坂) Ｌ山浦晟暉(東京新宿) Ｌ石井征二(東京八王子陵東) 
Ｌ河合悦子（東京みやこ） Ｌ今井三和（東京京橋） Ｌ大石 誠(東京数寄屋橋) 

Ｌ岡野忠生(東京日本橋) Ｌ飯田善彦(東京荒川) Ｌ森山 勇(東京立川) 
Ｌ中村保彦(東京上野東) Ｌ中島洋吉(東京柳橋) Ｌ中野 了(東京渋谷) 

Ｌ小坂哲瑯(東京日比谷) Ｌ見上良也(東京愛宕山) Ｌ富田純明(東京目黒) 
Ｌ塩田勇昭(東京巣鴨) Ｌ菅原雅雄(東京堀留) Ｌ宇田川雄弘(東京練馬) 
Ｌ池崎道男(東京) Ｌ渡辺豊隆(東京紀尾井町)  Ｌ山口桂造(東京上野) 
Ｌ森田浩一郎(東京上野) 

  
 

 

 

２ 代議員を辞退していただきたい方は以下の方々です  
   ☆ガバナー・第１及び第２副地区ガバナー指名選挙委員会 委員長・副委員長 【表１参照】 

   ☆地区選挙管理委員会 委員長・副委員長・委員（上記兼務） 

Ｌ浅野憲一(東京青山) Ｌ瀧川清人(東京吉祥寺) Ｌ山田健一(東京福生) 

Ｌ廣谷慎一(東京赤坂) Ｌ衣笠博介(東京桜門) Ｌ木下榮弘(東京荒川西) 

Ｌ横山莊司(東京目白) Ｌ黒澤清和(東京目黒) Ｌ竹本裕美(東京新宿東) 

 

  ☆第５９回年次大会 大会事務局 事務局長・副事務局長・副幹事 

(キャビネット事務局長・副幹事・副会計) 【表２参照】 

Ｌ梶原正和(東京小金井) Ｌ高尾省吾(東京葵) Ｌ阿部かな子(東京ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ) 

Ｌ浅井洋一郎(東京新橋) Ｌ上野繁幸(東京江戸川) Ｌ井田祐樹(東京荒川) 

Ｌ中村安次(東京巣鴨) Ｌ荻野桂一(東京神楽坂) Ｌ山本康弘(東京世田谷) 

Ｌ宇田川直子(東京中野) Ｌ吉田宗一郎(東京武蔵野) Ｌ鈴木順一(東京八王子陵東) 

 

  ☆地区第５９回年次大会委員会 副委員長・委員・ｽﾍﾟｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ      【表２参照】 

Ｌ屋代誠一(東京日本橋) Ｌ高桑昌彦(東京数寄屋橋) Ｌ杉浦昭和(東京新宿) 

Ｌ渡辺 豊(東京新都心) Ｌ中山省吾(東京中央) Ｌ田野倉和己(東京立川) 

Ｌ戸花靖典(東京立川) Ｌ戸田一朗(東京麻布)  
 

  ☆第５９回年次大会  会場／式典／晩餐／登録／記録／アワード／接待 

各所属部会員【表２参照】 

各部会長 各副部会長 各部会員 

 

 

 

 

 



３ 分科会の登録について 
  第５９回年次大会議事運営構成員のうち、下記の委員会構成員は、指定された分科会にご登録を 

  お願いいたします。【表１参照】 

議事運営委員会  委員長・副委員長・顧問 
 決議委員会 委員長・副委員長・顧問 

  

 

    第５９回年次大会議事運営構成員のうち、下記の分科会構成員は、指定された分科会にご登録を 

お願いいたします。【表１参照】 

政策・中長期計画／会則・会員・組織連携／法人化検討推進分科会 委員長・副委員長・顧問 

経理分科会 委員長・副委員長・顧問 

会員増強／ｸﾗﾌﾞｻｸｾｽ／ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ／家族会員・ﾗｲｵﾝｽﾞｶｰﾄﾞ推進分科会 委員長・副委員長・顧問 

指導力育成／青年アカデミー分科会 委員長・副委員長・顧問 

広報／ＩＴ合理化・事務局緊急対応分科会 委員長・副委員長・顧問 

アクティビティⅠ分科会 委員長・副委員長・顧問 

アクティビティⅡ分科会 委員長・副委員長・顧問 

アクティビティⅢ分科会 委員長・副委員長・顧問 

アクティビティⅣ分科会 委員長・副委員長・顧問 
 

  ※議事運営構成表【表１】にお名前の記載がある方で、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。 

 

当日は代議員ホスト受付を設置いたします。 

 

 

***  [式典]及び[晩餐会]に関して *** 
 

１ 「式典」及び「晩餐会」にご登録いただきたい役員は次の皆様です。 

 

前地区ガバナー・元地区ガバナー・副地区ガバナー 
３３０複合地区委員会 （委員長・副委員長・委員） 
GMT／GLT コーディネーター、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン、 
会計監査委員 
キャビネット各委員会 （委員長・副委員長・委員） 

第５９回年次大会 各部会【表２参照】 （部会長・副部会長・部会員） 

キャビネット幹事団  （事務局長・正副幹事・正副会計） 

各クラブ （会長、幹事、会計 他） 
 

※アワード受賞のクラブ及び個人の皆様には「式典」にご登録をお願いいたします。 

 



　　　　議　長（大会会長）　  阿久津隆文　　　　　　　大会幹事　　藤井　清一

　　　　副議長（大会副会長）　鈴木　定光　　　　　　　大会会計　　細川　孝雄

　　　　副議長（大会副会長）　塩月藤太郎　　　　　　　　　

　　※色付きの方々…ホスト

藤井　清一（キャビネット幹事） 桜門

細川　孝雄（キャビネット会計） 赤坂 中野　了 渋谷

伊藤　侑希子 関東 （元地区ガバナー）

花岡　光生 葵 飯田　善彦 荒川

瀧　實 高輪 （元地区ガバナー）

加藤　宣雄 調布

岩城　正明（会員増強委員会委員長） 千代田

戸部　研一（青年アカデミー委員会委員長） 数寄屋橋 菅原　雅雄 堀留

蓮沼　建治
（青少年・ﾚｵ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長）

江戸川南
（元地区ガバナー）

島田　益吉（献血・骨髄移植委員会委員長） さぎそう 塩田　勇昭 巣鴨

宮本　慶文（緊急アラート委員会委員長） 荒川西 （元地区ガバナー）

杉山　南見夫（法人化検討推進委員会委員長） 青梅

瀧川　清人（選挙管理委員会副委員長） 吉祥寺

山田　健一（選挙管理委員会副委員長） 福生 山浦　晟暉 新宿

廣谷　慎一（選挙管理委員会委員） 赤坂 （元地区ガバナー）

衣笠　博介（選挙管理委員会委員） 桜門

木下　榮弘（選挙管理委員会委員） 荒川西 渡辺　豊隆 紀尾井町

横山　莊司（選挙管理委員会委員） 目白 （元地区ガバナー）

黒澤　清和（選挙管理委員会委員） 目黒

竹本　裕美（選挙管理委員会委員） 新宿東

議　事　運　営
奥山　慎

（８Ｒ・ＲＣ）
駒込

地区ガバナー、
第１及び

第２副地区ガバナー
指名・選挙

浅野　憲一
（選挙管理委員会

委員長）
青山

３３０－Ａ地区　第５９回年次大会　議事運営構成表（案）

委　員　会 委 員 長 副　委　員　長 顧　問

資　格　審　査 本橋　光一郎 銀座

【表１】 



高橋　芳子（１Ｒ・ＲＣ） みやこ

和田　昇三（２Ｒ・ＲＣ） 堀留

上野　滋朗（４Ｒ・ＲＣ） 法政

石田　健（５Ｒ・ＲＣ） 江戸川東 小坂　哲瑯 日比谷

北條　章宏（６Ｒ・ＲＣ） 上野 （元地区ガバナー）

内田　照男（７Ｒ・ＲＣ） 志村

奥山　慎（８Ｒ・ＲＣ） 駒込 森田　浩一郎 上野

西村　茂行（９Ｒ・ＲＣ） 目黒 （元地区ガバナー）

中江　勁（１０Ｒ・ＲＣ） 代々木

山岡　祥宏（１１Ｒ・ＲＣ） 新都心

中山　道則（１２Ｒ・ＲＣ） 町田クレイン

大塚　鉞一（１３Ｒ・ＲＣ） 小平

吉岡　忠（１４Ｒ・ＲＣ） 瑞穂

委　員　会 委 員 長

決　　　　議
橘　薫

（３Ｒ・ＲＣ）
麹町

副　委　員　長 顧　問



草川　重良（２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 京橋 石井　征二 八王子陵東

木下　満（２Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 銀座 （元地区ガバナー）

大津　邦芳（１４Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 八王子中央 中野　了 渋谷

野﨑　進（１４Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 秋川 （元地区ガバナー）

橋本　光祥（政策・中長期計画委員会委員長） 豊新 吉岡　忠 瑞穂

杉山　南見夫（法人化検討推進委員会委員長） 青梅 （１４Ｒ・ＲＣ）

遠山　俊男（１３Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 横田 山口　桂造
（元地区ガバナー）

上野

菊池　清一（１３Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 西東京 河合　悦子
（元地区ガバナー）

みやこ

守谷　光正（会計監査） 大森 高橋　芳子
（１Ｒ・ＲＣ）

みやこ

渡辺　忠司（会計監査） 杉並東

芳澤　幸男（１Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 千代田

奥田　正夫（１Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 番町 山浦　晟暉
（元地区ガバナー）

新宿

鈴木　令子（１Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 蒼天 大石　誠
（前地区ガバナー）

数寄屋橋

岩城　正明（会員増強委員会委員長） 千代田 森田　浩一郎
（元地区ガバナー）

上野

佐々木　洋文（クラブサクセス委員会委員長） 中野 上野　滋朗
（４Ｒ・ＲＣ）

法政

杉村　基（エクステンション委員会委員長） キング

小川　晶子
（家族会員・ﾗｲｵﾝｽﾞｶｰﾄﾞ推進委員会委員長）

ウィル

経理
大塚　鉞一

（１３Ｒ・ＲＣ）
小平

会員増強／
クラブサクセス／

エクステンション／
家族会員・ライオンズカード

推進

日下　勲
（地区ＧＭＴ
コーディネー

ター）

成城

分　科　会 委 員 長 副　委　員　長 顧　問

政策・中長期計画／
会則・会員・組織連携／

法人化検討推進

和田　昇三
（２Ｒ・ＲＣ）

堀留



平林　茂（４Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） センチュリー

藤井　良一（４Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 江東南 中村　保彦
（元地区ガバナー）

上野東

溝渕　利幸（４Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 白門 渡辺　豊隆
（元地区ガバナー）

紀尾井町

木島　庄市（指導力育成委員会委員長） 城東 石田　健
（５Ｒ・ＲＣ）

江戸川東

戸部　研一（青年アカデミー委員会委員長） 数寄屋橋

宮澤　千昭（１２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 調布 中島　洋吉 柳橋

吉松　欽也（１２Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 町田 （元地区ガバナー）

柴田　誠（広報委員会委員長） 新都心 飯田　善彦 荒川

向井　忠義
（ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員長）

三鷹
（元地区ガバナー）

三宅　泰雄（３Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 浜松町

李　完植（３Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 王仁 宇田川　雄弘 練馬

田中　隆三（３Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 赤坂 （元地区ガバナー）

伊東　亨（８Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 豊島 塩田　勇昭 巣鴨

野口　正二郎（８Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 文京 （元地区ガバナー）

西野　実（９Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 蒲田 菅原　雅雄 堀留

林田　喜久子（９Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） GAIA （元地区ガバナー）

小堀　光由（ＬＣＩＦ委員会委員長） 芝 奥山　慎 駒込

今井　文彦（国際協調委員会委員長） 巣鴨 （８Ｒ・ＲＣ）

下川　浩（国際大会参加委員会委員長） 大森

副　委　員　長 顧　問

西村　茂行
（９Ｒ・ＲＣ）

目黒

アクティビティⅠ

分　科　会 委 員 長

（ＬＣＩＦ、国際協調、
国際大会参加）

指導力育成／
青年アカデミー

瀬尾　正弘
（地区ＧＬＴ
コーディネー

ター）

板橋西

広報／
ＩＴ合理化

事務局緊急対応

中山　道則
（１２Ｒ・ＲＣ）

町田
クレイン



小島　正義（７Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 荒川西 今井　三和 京橋

浦野　久雄（７Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 板橋西 （元地区ガバナー）

泉田　恒夫（７Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 練馬西 見上　良也 愛宕山

森本　憲治（環境保全委員会委員長） 八王子高尾 （元地区ガバナー）

宮本　慶文（緊急アラート委員会委員長） 荒川西

赤池　元夫（５Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 亀有

桐井　義則（５Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 江戸川東 森山　勇 立川

橋本　初雄（５Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 足立中央 （元地区ガバナー）

青木　秀壽（１０Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 渋谷 小坂　哲瑯 日比谷

進藤　義夫（１０Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 世田谷 （元地区ガバナー）

中村　善子（１０Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 成城 富田　純明 目黒

蓮沼　建治
（青少年・ﾚｵ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長）

江戸川南
（元地区ガバナー）

柳屋　隆（薬物乱用防止委員会委員長） 渋谷 橘　薫 麹町

青木　秀茂（ＹＥ委員会委員長） 吉祥寺 （３Ｒ・ＲＣ）

池田　和司
（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致支援委員会委員長）

桜門

飯間　秀男（６Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 浅草

藁谷　和家（６Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 鶯谷 池崎　道男 東京

逸見　正樹（１１Ｒ－１Ｚ・ＺＣ） 新都心 （元地区ガバナー）

内藤　千秋（１１Ｒ－２Ｚ・ＺＣ） 高井戸 岡野　忠生 日本橋

永井　聡（１１Ｒ－３Ｚ・ＺＣ） 新宿御苑 （元地区ガバナー）

大島　一夫
（献眼・献腎・臓器移植委員会委員長）

上野
山岡　祥宏 新都心

島田　益吉（献血・骨髄移植委員会委員長） さぎそう
（１１Ｒ・ＲＣ）

野々　晴久
（社会福祉・障がい者支援委員会委員長）

玉川

※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
※当日は代議員ホスト受付を設置いたします。

分　科　会 委 員 長 副　委　員　長 顧　問

北條　章宏
（６Ｒ・ＲＣ）

上野

アクティビティⅣ

（献眼・献腎・臓器移植、献
血・骨髄移植、

社会福祉・障がい者支援）

内田　照男
（７Ｒ・ＲＣ）

志村

アクティビティⅡ

（環境保全、
緊急アラート）

中江　勁
（１０Ｒ・ＲＣ）

代々木

アクティビティⅢ

（青少年・レオ・ライオンズ
クエスト、薬物乱用防止、Ｙ
Ｅ、オリンピック・パラリン

ピック招致支援）



　 ３３０－Ａ地区　第５９回年次大会　大会運営組織表 【表２】

2012/12/20現在

大会会長 阿久津隆文 赤坂

大会副会長 L鈴木定光 江東南

委員長　 L橘　薫 麹町 委員長　 L奥山慎 駒込 大会副会長 L塩月藤太郎 田無 大会幹事 L藤井清一 桜門 委員長　　　L本橋光一郎 銀座

副委員長 L高橋芳子 みやこ 副委員長 L岩城正明 千代田 大会会計 L細川孝雄 赤坂 委員長　　　L浅野憲一 青山 副委員長　L藤井清一 桜門

副委員長 L和田昇三 堀留 副委員長 L戸部研一 数寄屋橋 事務局長 L梶原正和 小金井 副委員長　L瀧川清人 吉祥寺 副委員長　L細川孝雄 赤坂

副委員長 L上野滋朗 法政 副委員長 L蓮沼建治 江戸川南 副事務局長 L浅井洋一郎 新橋 副委員長　L山田健一 福生 副委員長　L伊藤侑希子 関東

副委員長 L石田健 江戸川東 副委員長 L島田益吉 さぎそう 副事務局長 L中村安次 巣鴨 副委員長　L廣谷慎一 赤坂 副委員長　L花岡光生 葵

副委員長 L北條章宏 上野 副委員長 L宮本慶文 荒川西 委員長 L山浦晟暉 新宿 副事務局長 L吉田宗一郎 武蔵野 副委員長　L衣笠博介 桜門 副委員長　L瀧實 高輪

副委員長 L内田照男 志村 副委員長 L杉山南見夫 青梅 副委員長　L屋代誠一 日本橋 副幹事 L高尾省吾 葵 副委員長　L木下榮弘 荒川西 副委員長　L加藤宣雄 調布

副委員長 L奥山慎 駒込 副委員長　L高桑昌彦 数寄屋橋 副幹事 L阿部かな子 ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 副委員長　L横山莊司 目白

副委員長 L西村茂行 目黒 副委員長　L杉浦昭和 新宿 副幹事 L上野繁幸 江戸川 副委員長　L黒澤清和 目黒

副委員長 L中江勁 代々木 副委員長　L渡辺豊 新都心 副幹事 L井田祐樹 荒川 副委員長　L竹本裕美 新宿東

副委員長 L山岡祥宏 新都心 委員 L中山省吾 中央 副幹事 L荻野桂一 神楽坂

副委員長 L中山道則 町田ｸﾚｲﾝ 委員 L田野倉和己 立川 副幹事 L山本康弘 世田谷

副委員長 L大塚鉞一 小平 委員 L戸花靖典 立川 副幹事 L宇田川直子 中野

副委員長 L吉岡忠 瑞穂 ＳＰＡ L戸田一朗 麻布 副幹事 L鈴木順一 八王子陵東

担当ＲＣ L和田昇三 堀留 委員会 L屋代誠一 日本橋

副委員長 L高桑昌彦 数寄屋橋

⑦アクティビティⅡ（環境保全、緊急アラート）

⑧アクティビティⅢ（青少年・ﾚｵ･ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ、薬物乱用防止、ＹＥ、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致支援）

部会長 　L高橋芳久 江戸川中央 部会長 　L谷山光俊 ウエスト 部会長 　L竹川司 21世紀 部会長 　L渋川嘉秋 江東南 部会長 　L向井忠義 三鷹 部会長 　L清水峰次 千代田 部会長 　L伊藤弘美 ウィル

副部会長 L西澤隆廣 ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 副部会長 L木内健太 築地 副部会長 L桜田わこ 日本橋 副部会長 L御厨正敬 江戸川東 副部会長 L柴田誠 新都心 副部会長 L目黒義繁 霞ヶ関 副部会長 L青栁千尋 東村山中央

副部会長 L鹿野祥誠 ﾌﾛﾝﾃｨｱ 副部会長 L清口猛 深川 副部会長 L根津万寿夫 江戸川南 副部会長 L芝田好晃 成城 副部会長 L後藤裕文 法政 副部会長 L古川浩成 荒川

副部会長 L梶正明 羽村 副部会長 L森本康二郎 ﾌﾛﾝﾃｨｱ 副部会長 L古川竜也 キング 副部会長 L浅野美知郎 西東京 副部会長 L赤尾嘉晃 豊新 副委員長 L小泉重光 板橋西

委員会副委員長 L高桑昌彦 数寄屋橋 副部会長 L内田宏人 練馬西 副部会長 L小川初枝 調布 副部会長 L桂太郎 世田谷 副部会長 L金澤喜章 21世紀

副幹事 L鈴木順一 八王子陵東 副部会長 L工藤章 九段 委員会委員 L田野倉和己 立川 委員会副委員長 L杉浦昭和 新宿 副部会長 L矢田部満 調布 委員会副委員長 L渡辺豊 新都心 委員会委員 L中山省吾 中央

Ｒ 委員会副委員長　L屋代誠一 日本橋 副幹事 L阿部かな子 ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 副幹事 L井田祐樹 荒川 L山本康弘 世田谷 委員会委員 L戸花靖典 立川 副幹事 L荻野桂一 神楽坂 副幹事 L宇田川直子 中野

1 L田村祥江 ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 副幹事 L上野繁幸 江戸川 Ｒ Ｒ Ｒ 副幹事 L高尾省吾 葵 Ｒ Ｒ

1 L中嶋孝夫 ﾜﾝﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ Ｒ 2 L山本稔 八重洲 1 L花谷義昭 丸の内 8 L矢嶋南雅夫 駒込 Ｒ 1 L高栁一誠 千代田 2 L髙橋のり子 尾張町

1 L川島富美子 蒼天 1 L遠藤康成 葵 2 L雨宮弘枝 柳橋 1 L藤ヶ崎隆久 番町 8 L生方昌道 豊新 1 荒川友美子 千代田 2 L柴田耕二 銀座 3 L齋藤エミリ 高輪

2 L片岡和秀 数寄屋橋 2 L野下浩世 銀座 2 L平山仁 銀座 1 L松山行延 関東 8 L鈴木基之 神楽坂 3 L新田尚志 麻布 2 L芳賀英紀 平成 6 L根岸久美子 上野南

2 L中所昌司 平成 3 L横沢稔明 赤坂 3 L小金井敬 新橋 2 L橋本毅 日本橋 9 L當間政博 蒲田 5 L柴﨑武士 葛飾東 3 L桃沢秀 愛宕山 6 L小林輝子 イースト

3 L土橋正富 三田 4 L徳田修一 江東南 4 L吉田秀美 隅田川 2 L丹羽正裕 京橋 9 L飛田達浩 荏原 7 L山口聖之 中央南 4 L藤本英介 隅田川 10 L島田光子 さぎそう

3 L栗山匡司 浜松町 5 L小熊秀樹 葛飾 4 L石渡幸雄 江東南 2 L柳井龍彦 銀座 9 L工藤強 九段 8 宇埜正純 巣鴨 4 L倉持明夫 桜門 11 L鈴木保子 剣道

3 L亀山慎一 ヒルズ 9 L野村起成 レスキュー 5 L寺島正英 葛飾東 3 L小林晋一郎 浜松町 10 L藤村拓也 原宿 9 L松本正一郎 品川 5 L大塚和広 江戸川東 11 L小野隆子 しいの木

3 L中西浩太 ヒルズ 10 L大里堅 渋谷 6 L磯貝廣次 鶯谷 3 L飯尾雄一 麻布 10 L田中文太郎 世田谷 9 L中吉淳吉 羽田 6 L松村明夫 上野東

4 L奈良橋道幸 城東 11 L重森和芳 ひかりえ 7 L廣瀬清 荒川 3 L上野憲明 麹町 10 L加藤達也 シティ 9 L矢追秀紀 ウエスト 7 L髙橋秀人 荒川西

5 L内海憲市 江戸川東 13 L渡部富夫 田無 7 L西村征己 板橋西 4 L添田剛一 江東 11 L吉田哲也 新宿 10 L木下知紀 世田谷 8 L平野晋康 豊新

6 L宇田川孚 蔵前 14 L橋本秀一 八王子陵東 8 L稲垣法音 豊島西 4 L竹内敬雄 白門 11 L若松卓 四谷 10 L荘英隆 恵比寿 9 L山本孝 レスキュー

7 L國松和昭 志村 8 L有山賢 巣鴨 4 L亀井政雄 法政 11 L丸山洋 キング 11 L若松範彦 新宿 10 L大古正博 代々木

7 L柳本圭一 練馬 10 L須藤陽子 世田谷 5 L大澤儀信 亀有 12 L鈴木孝之助 三鷹 12 L笠原伸太郎 吉祥寺 10 L亀川賢一 世田谷

8 L田中泰 豊島 10 L大原紘子 玉川 5 L大塚秀人 葛飾東 12 L高橋孝栄 町田 13 L大和祥郎 国立 10 L城戸崎保博 成城

10 L岩瀬潔 世田谷 11 L矢口実 早稲田 5 L荒岡崇一 葛飾 12 L飯田健雄 町田中央 13 L増田正明 田無 10 L籏野勉 自由が丘

10 L遠山浩光 神宮前 13 L石黒勝之 小金井 6 L竹島秀章 飛翔 13 L川野益弘 武蔵村山 14 L遠藤登 日野 11 L沖本馨 新都心

11 L阪田智之 スバル 14 L諸星隆之 八王子いちょう 6 L根木康孝 上野 13 L赤城雄一 国立 14 L原田純子 八王子高尾 11 L関根昭 新宿御苑

11 L鈴木研治 杉並東 6 L吉野行英 不忍 13 L山崎富康 東久留米 14 L高橋美作 羽村 11 L川野義範 大江戸

11 L嶋﨑琢也 キング 7 L辻謙一 北 14 L鹿野重男 八王子中央 12 L中村久文 武蔵野

12 L志賀隆宏 三鷹 7 L小川光二郎 板橋西 14 L平下史彦 福生 13 L鶴田實 田無

14 L完山一範 八王子高尾 7 L和﨑健治 練馬 14 L佐々木徳雄 瑞穂 14 L菊池一夫 青梅

14 L瀧眞一 羽村 14 L菊地栄一 秋川

氏　　　名 所属クラブ

氏　　　名 所属クラブ

氏　　　名 所属クラブ 氏　　　名 所属クラブ

氏　　　名 所属クラブ

氏　　　名 所属クラブ 氏　　　名 所属クラブ

登録部会 記録部会 アワード部会 接待部会

氏　　　名 所属クラブ

⑤広報／ＩＴ合理化事務局緊急対応

⑥アクティビティⅠ（ＬＣＩＦ、国際協調、国際大会参加）

⑨アクティビティⅣ（献眼・献腎・臓器移植、献血・骨髄移植、社会福祉・障がい者支援）

会場部会 式典部会 晩餐部会

第５９回年次大会委員会

分科会（名誉顧問,RC,ZC,委員長）

①政策・中長期計画／会則・会員・組織連携／法人化検討推進

②経理

③会員増強／クラブサクセス／エクステンション／家族会員・ライオンズカード推進

④指導力育成／青年アカデミー

第５９回地区年次大会

決議委員会 議事運営委員会 大会事務局 地区ガバナー、第１及び第２副地区
ガバナー指名・選挙委員会

資格審査委員会



 
 

 

２０１２年１２月２５日 
ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

ク ラ ブ 会 長 ・ 幹 事  各 位 

第５９回年次大会 

大会会長／地区ガバナー 

阿久津 隆 文 

大会委員長／元国際理事         

Ｌ 山 浦 晟 暉 

 

３３０－Ａ地区第５９回年次大会・代議員会提出議案 

２０１３～２０１４年度３３０-Ａ地区アクティビティ・スローガン募集 

各クラブ『物故会員』連絡のお願い 
 

本年度の地区年次大会（４月２０日・土）における代議員会において、審議される議案の

提出と次年度の地区アクティビティ・スローガンの募集ならびに各クラブ『物故会員』の報

告を下記の要領で行いますのでご提出ください。 
 
〔Ａ〕代議員会・提出議案関係  

（１）議案提出締切日：２０１３年２月２２日（金）キャビネット事務局必着のこと。 
（２）提出をいただいた議案は、「年次大会議事規則」に基づき、キャビネットで年次大会に 

相応しいものを検討整理し、それぞれの「分科会」に提案致します。 
（３）内容が同種類の議案は、整理統合いたします。 
（４）議案によっては、地区からの回答形式とする場合もあります。 
（５）提出議案の内容については、年次大会に相応しいものを提出してください。 

（６）提案クラブは別紙用紙に記入の上、必ず提案理由説明者の代議員氏名を明記してくだ 
   さい。 

（７）提案に必要な資料のある場合は、添付提出してください。 

（８）提出議案は、すべて規定の用紙を使用したものに限ります。 

（９）下記の表を参照して提出分科会を決めてください。 
３ ３ ０ － Ａ 地 区 委 員 会 ・ 分 科 会 構 成                          

 
委 
員 
会 
 

①資格審査委員会 
②議事運営委員会 
③地区ガバナー、第１及び第２副地区ガバナー指名・選挙委員会 
④決議委員会（決議委員会統括委員会） 

 
 
分 
 
科 
 
会 

ア．政策・中長期計画／会則・会員・組織連携／法人化検討推進分科会 
イ．経理分科会 
ウ．会員増強／クラブサクセス／エクステンション／家族会員・ライオンズカード分科会 
エ．指導力育成／青年アカデミー分科会 
オ．広報／ＩＴ合理化・事務局緊急対応分科会  
カ．アクティビティⅠ分科会（ＬＣＩＦ、国際協調、国際大会参加） 
キ．アクティビティⅡ分科会（環境保全、緊急アラート） 
ク．アクティビティⅢ分科会 
      （青少年・ﾚｵ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ、薬物乱用防止、ＹＥ、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致支援） 

ケ．アクティビティⅣ分科会 

（献眼・献腎・臓器移植、献血・骨髄移植、社会福祉・障がい者支援） 



 
 

 

 
〔Ｂ〕アクティビティ・スローガン関係 
 
  （イ）スローガンは、提案理由を記入してください。 
  （ロ）スローガンは、クラブ選択のうえ、提出される場合でも１クラブ１案件とさせて

いただきます。 
  （ハ）アクティビティ・スローガンの提出締切日は、 

２０１３年２月２２日（金）キャビネット事務局必着です。 
 
 
〔Ｃ〕各クラブ『物故会員』連絡関係 
 

４月２０日（土）に開催の３３０－Ａ地区第５９回年次大会において、地区内の物故

会員名を報告致しますので、下記により別紙用紙でご連絡ください。 
  なお、 該当しない場合も「無し」とご記入の上ご返信ください。 
 

〔１〕 対象期間  ： ２０１２年２月１日～２０１３年１月３１日 
  〔２〕 締切期限  ： ２０１３年２月２２日（金） 
  〔３〕 提 出 先  ： ３３０－Ａ地区キャビネット事務局 
 



 

 

３３０－Ａ地区第５９回年次大会提出議案 

 
                          

 
２０１３年   月   日 

                  

 
第   Ｒ・第    Ｚ 

                  

 
クラブ名             ＬＣ 

                  
  

会長 Ｌ                

※提出分科会名                                  

 
  

議 案１．                                     
   
                                          
 

 
 〔提案理由説明代議員 Ｌ                〕  

 
説 明                                       
                                         
 

       
                                         
 

         
                                         
 

          

 
                                          

 
※提出分科会名                                  

 
  

議 案１．                                     
   
                                          
 

 
 〔提案理由説明代議員 Ｌ                〕  

 
説 明                                       
                                         
 

       
                                         
 

         
                                         
 

      
                                         
 

         

 
※2013 年 2 月 22 日（金）までにキャビネット事務局（必着）あてご送信ください。 

330-A地区キャビネット事務局  Fax：03-5330-3370   Mail：cab@lions330-a.org 

※提出無しの場合も『無し』とご記入の上ご返信願います。 

 
 



 

 
２０１３－２０１４年度アクティビティ・スローガン 

                   
 
                          

 
２０１３年   月   日 

                  

 
第   Ｒ・第    Ｚ 

                  

 
クラブ名             ＬＣ 

                  
  

会長 Ｌ                

  
（１）                                       
 
                                                                                  
 
 

      
 〔提案理由説明代議員 Ｌ                〕  

〔提 案 理 由        

 
〕 
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