
 

 

２０２０年１月１６日 

 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

リジョン・チェアパーソン 各位 

ゾーン・チェアパーソン 各位 

クラブ会長・幹事 各位 

ＦＷＴクラブ内コーディネーター（委員長）各位 

 
 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区ガバナー 伊賀 保夫 

ＦＷＴ地区コーディネーター L 島田光子 

 
 

「2019－2020 年度全日本 FWT セミナー」 
開催要項 追加のご案内 

 
拝啓 新春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
 
さて、昨年末にご案内いたしました 2019-2020 年度全日本 FWT セミナーにつきまして、このた

び、中村泰久 GAT 日本全域リーダーならびに長澤千鶴子 GAT エリアリーダー・全日本 FWT セ

ミナー担当より、開催要項追加のご案内が新たに届きましたので、再度、ご送付いたします。 

このたび俳優業のほかに社会活動に取り組む石田純一氏が、FWT パネルディスカッションにゲス

トコメンテーターとして飛び入り参加が決まりました。昨年イベントをきっかけに、ライオンズ

クラブの奉仕活動に興味を持たれ、急遽ご出演を快諾いただいた次第です。 
一個人として長年社会活動に尽力された石田氏が、FWT が取り組んできた女性の活動や新しい奉

仕の提案について、どのような感想を持たれるか、ぜひお聞きしたいところです。 
 
地区内の参加申込期限は 2020 年 1 月 24 日（金）とさせていただいております。 
間際になりましたが、貴クラブよりできるだけ多くの会員にセミナー開催をお知らせくださり、

ご参加いただくようお取り計らいください。遠路の方には、大変恐縮ではございますが、万障お

繰り合わせのうえご出席くださるようお願い申し上げます。                       

敬具 
 
 

俳優 石田 純一（いしだ じゅんいち） 

1988 年トレンディードラマでブレイクし、現在はバラエティ、映画、ドラマ、キャスターなどで

活躍。一方で「エイズ孤児支援」「各種チャリティイベント」「肝炎プロジェクト」などの社会活

動にも参加。特に 2015 年から「法務省矯正支援官」に就任し、犯罪や非行をした人の再犯防止や

社会復帰支援に取り組んでいる。 
 



２０１９年１２月２７日 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区
リジョン・チェアパーソン 各位
ゾーン・チェアパーソン 各位
クラブ会長・幹事 各位
ＦＷＴクラブ内コーディネーター（委員長）各位

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区ガバナー 伊賀 保夫

ＦＷＴ地区コーディネーター L 島田光子 

2019～2020年度 

「全日本ＦＷＴセミナー」開催について 

拝啓 師走の候 ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃よりＧＡＴ及びＦＷＴ

の活動にご尽力を賜り心より感謝申し上げます。 

ＦＷＴは日本ライオンズの多様性の確保と次世代への継承を目的し、女性及び家族会員の 

増強と育成を担ってまいりました。このたび日本ライオンズのもう一段の活性化のため、

下記の要領で 2019-2020 年度全日本ＦＷＴセミナーを開催する運びとなりました。 

このセミナーは主にＦＷＴクラブ内コーディネーター(委員長)やクラブ役員を対象として、 

ＧＡＴ及びＦＷＴの活動についてすそ野まで浸透させ、新たな視点に立ったＦＷＴの奉仕

活動の提案をいたします。もちろんクラブ役員以外でもＦＷＴの活動にご関心のある方な

ら参加を歓迎いたします。 

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですがより多くの皆様にお声がけを頂き参加者を

別添え用紙にて 2020 年 1 月 24 日(金)までに 330-A 地区キャビネット事務局あてにメール

で返信くださいますようお願いいたします。尚、登録料につきましては、当日集金させて

いただきます（当日欠席の場合、後日請求させていただきます） 

記 

〇 開催日時：２０２０年２月１７(月) <受  付> １２：００～ 

<セミナー> １３：００～１６：００

〇 開催場所：山野ホール(山野愛子美容専門学校 地下) 

 〒151-8539 東京都渋谷区代々木 1-53-1  TEL 03-3379-0111 

〇 登 録 料：１名 ２，０００円 ／ 当日Ａ地区受付にて集金させていただきます。 

<問い合わせ先> 

３３０－Ａ地区ＦＷＴコーディネーター L 島田光子 

０９０－８８５８－２７２３ 

masukichi5067@iaa.itkeeper.ne.jp 

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
  再  送



ライオンズクラブ国際協会 

2019-2020 年 度 GAT 

全日本ＦＷＴセミナー 
 

～開催要項～ 
  

日 時： 2020 年 2 月 17 日（月）13：00～16：00（受付 12：00～） 

場 所： 山野ホール（山野愛子美容専門学校 地下） 

  〒151-8539 東京都渋谷区代々木 1-53-1 

  https://www.yamanohall.com/ 

   ◆小田急線「南新宿駅」隣接 

   ◆JR 山手線・総武線「代々木駅」 北口 徒歩約 1 分 

   ◆都営大江戸線「代々木駅」 A3 出口 徒歩約 1 分 

   ◆JR,小田急、京王、東京メトロ「新宿駅」 新南口・南口 徒歩約 5 分 

 

1 特別講演  小松 成美（こまつ なるみ）氏         40 分 
第一線で活躍するノンフィクション作家。真摯な取材、磨き抜かれた文章には定評があり、

中田英寿やイチローなど数多くの人物ルポルタージュ、スポーツノンフィクション、インタビ

ュー、エッセイ・コラム、小説を執筆。現在では、執筆活動をはじめ、テレビ番組でのコメン

テーターや講演など多岐にわたり活躍中。 

 

２ パネルディスカッション「5 年間の歩み」          45 分 

  長澤千鶴子 GAT エリアリーダーと MD コーディネーター 

 

 

 

３ 講演 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付子どもの貧困対策担当・

高齢社会政策担当総合調整担当参事官の牧野利香様をお迎えし日

本の子どもの貧困の現状について講演         20 分 

 

４ 講演 株式会社グローウィング取締役堀江幸子様による「ヘアードネーシ

ョンから医療用ウィッグの制作プロセスと子供たちにわたるまで」  

                               20 分 

 登録料： 2,000 円／1 名 

 

■お問い合わせ先  

３３０－Ａ地区ＦＷＴコーディネーター L 島田光子 

携帯： ０９０－８８５８－２７２３ 

E メール： masukichi5067@iaa.itkeeper.ne.jp 

■申し込み先 

   ３３０－A 地区キャビネット事務局 

   E メール： cab@lions330-a.org  Fax: 03-5330-3370 

ゲストコメンテーターとして 石田純一氏が加わります 

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
（追加版）



【330-A地区参加者名簿】

※ 必要に応じて行を増やしてお使いください。

※ 2020年1月24日（金）までに330-A地区キャビネット事務局までご送信ください。

Eメール：cab@lions330-a.org    Fax：03-5330-3370

地区 R Z 氏名 役職（直近のものでも可） クラブ名

1 330-A

2 330-A

3 330-A

4 330-A

5 330-A

6 330-A

7 330-A

8 330-A

9 330-A

10 330-A

11 330-A

12 330-A

13 330-A

14 330-A

15 330-A

16 330-A

17 330-A

18 330-A

19 330-A

20 330-A

全日本FWTセミナー参加申込書
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